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平成３１年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３１年３月８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇副議長（佐藤 靖議員） 本日の会議に黒井議

長からおくれる旨の届け出がありましたので、地

方自治法第１０６条第１項の規定に基づき副議長

の私が議長の職務をとらせていただきますので、

皆様の御協力をお願いいたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出があります。１６番、佐々木寿議員からおく

れる旨の届け出があります。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 日程第２ これより

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

子ども・子育て支援対策について外３件を、塩

田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問をしてまいります。

大項目の１、子ども・子育て支援対策について

お伺いをいたします。小項目の１、待機児童解消

緊急対策事業の実績と効果について。慢性的な保

育士、幼稚園教諭の不足や名寄市立大学社会保育

学科の４大化に伴い、卒業生が２カ年間輩出され

ない現状を踏まえ、本対策が保育士等の確保に生

かされているのか、支援の状況と効果についてお

伺いをいたします。

小項目の２、平成３１年度を想定した待機児童

対策について。ゼロ歳から５歳までの年齢別児童

数と措置児童数をお知らせください。

また、新年度を迎えるに当たり、待機児童の解

消など受け入れ態勢の充実及び１０月から始まる

幼児教育、保育無償化に伴う新たな未就学児童の

受け入れ確保についてお伺いをいたします。

大項目の２、台湾との国際交流事業の推進につ

いてお伺いをします。小項目の１、名寄日台親善

協会を主体としてスタートした人的交流について

及び小項目の２、民間移行後の取り組みについて

関連がありますので、一括してお伺いをいたしま

す。行政主導から民間主導に移行し、当初の予定

どおりの推移となったのか、今年度の取り組み内

容についてお伺いをいたします。

また、スタートしてまだ１年ですが、都市間交

流や経済交流への感触についてお伺いをいたしま

す。

大項目の３、スポーツの振興と中学校の部活動

についてお伺いをいたします。小項目の１、部活

動指導員制度の活用について。全国において運動

部活動においては、顧問のうち保健体育以外の教

員で部活動の競技経験がない教員が担当、指導す

るなど教員の心理的負担につながっており、部活

動の質的な向上や教員の働き方改革などから校長

の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率

等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教

育法施行規則に規定をし、平成２９年４月１日か

らスタートしておりますが、名寄市における中学

運動部活動の現状と部活動指導員制度の導入につ

いての考えをお伺いをいたします。

また、地域やＯＢの方々による運動部活動の指

導など実例があればお知らせをください。

小項目の２、部活動拠点校方式の導入について。

少子化が続く中、近隣の中学校では指導教員の不

足と部員数の減少のため、３年生の引退に合わせ

て廃部となる部活動があることから、廃部になっ

た部活に限定し、部活動拠点校方式を導入するこ

ととしております。運動部活動を維持、継続させ、

運動部活動の選択肢をふやし、教員の負担軽減を
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図ることにもつながると思います。名寄市におい

ても同様の現象が生まれる状況にあると思います

が、お考えをお伺いをいたします。

また、中体連への参加体制の状況などをお知ら

せください。

大項目の４、冬季スポーツ拠点化による地域づ

くりについてお伺いをいたします。小項目の１、

スポーツコミッション設立に向けた取り組みにつ

いて。２０１６年から構想のあったスポーツコミ

ッションの設立について、行政執行方針では（仮

称）なよろスポーツコミッションを設立し、さら

なるスポーツ合宿の誘致と交流人口の拡大及び地

域経済の活性化を図っていくとしておりますが、

構想と主な取り組みについてお知らせください。

小項目の２、ホストタウン決定後の取り組みと

現状について。２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックに参加する国との交流を通じて地域

活性化を図る事業で、名寄市は道内５市の１市と

して登録されましたが、現状の取り組み状況につ

いてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 廣嶋こども・高齢者

支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。塩田議員から大項目で４点にわ

たりまして御質問をいただきました。大項目１に

つきましては私から、大項目２につきましては経

済部長から、大項目３及び大項目４につきまして

は教育部長からそれぞれ答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

私からは、大項目１、子ども・子育て支援対策

について、初めに小項目１、待機児童解消緊急対

策事業の実績と効果についてお答えいたします。

待機児童の解消についてでございますが、保育の

担い手となる保育士等の確保を最優先課題と位置

づけ、潜在保育士の就労支援、保育士資格を取得

し、新たに名寄市で勤務する保育士等への支援、

就労継続及び離職防止を図るための支援として待

機児童解消緊急対策事業を実施してまいりました。

本事業は、全国的に待機児童が増加している中、

保育士の確保が難しい状況にあり、名寄市におい

ても名寄市立大学の４大化に伴い、２年間卒業生

が輩出されないことから、名寄市幼児教育振興会

からも保育士等の確保に関する要望があり、緊急

的に実施したものでございます。具体的には、就

職支援給付金、奨学金返還支援助成金、宿舎借り

上げ支援補助金の３事業から成っており、各園へ

の事業説明を実施し、本事業の有効活用を求めて

きているところであります。また、保育士等の資

格取得が可能な大学等に事業説明と紹介依頼を実

施してきているほか、ハローワークと連携し、潜

在保育士への呼びかけと説明会を実施してきてお

ります。

現在の利用状況としましては、就職支援給付が

平成２９年度４件、平成３０年度１１件でありま

す。また、奨学金返還支援は１件、宿舎借り上げ

補助は８件、現在助成をしております。奨学金返

還支援につきましては、奨学金を借りていない方

もおられたことから、就職支援給付を活用される

方が多くおられます。

これまでの成果としましては、待機児童解消緊

急対策事業の実施により平成３０年４月１日時点

においては、待機児童が発生することなく円滑に

受け入れができております。このことから、事業

の実施により一定の成果があらわれていることか

ら、今後も継続して事業を実施し、保育士等の人

材確保に努めてまいります。

次に、小項目２、平成３１年度を想定した待機

児童対策についてお答えいたします。４月時点の

年齢別人口の状況としましては、今後の転出入に

よる増減はございますが、ゼロ歳児２００人、１

歳児２１５人、２歳児２０８人、３歳児２１９人、

４歳児２１９人、５歳児が２０５人と推計され、

おおむね年齢ごとに２００人から２２０人の乳幼

児と考えられます。幼児教育、保育施設の受け入

れ予定人数の合計としましては、ゼロ歳児３５人、
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１歳児９６人、２歳児１２６人、３歳児２１６人、

４歳児２１９人、５歳児１９４人となっており、

３歳以上においては年齢別人口に対し１００％に

近い受け入れ状況になると考えられます。１、２

歳児におきましては、約５０％の乳幼児が保育所

等を利用しておりますが、年々入所希望者が増加

してきております。１、２歳児の保育につきまし

ては、保育士１人で見ることができる基準では子

供６人までとなっていることから、今後も保育士

等の増員が必要であり、待機児童解消緊急対策事

業による保育士等の確保が有効な施策として考え

ております。

なお、本年４月で市内各施設において新たに採

用予定の保育士等につきましては、総数で１２名

となっております。ことし１０月から実施されま

す幼児教育、保育の無償化は３歳以上児を対象と

しているため、さきに御説明させていただいたと

おり３歳以上児につきましては既に１００％に近

い受け入れ状況となっていることから、３歳児以

上で新たに受け入れる幼児は少ないことが想定さ

れ、認定こども園、幼稚園、保育所のいずれかの

施設での受け入れが可能と考えております。今後

においても各種事業の充実を図るとともに、幼児

教育、保育施設が連携しながら子育て環境を整え

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、台湾との国際交流事業の推進について、小

項目の１、名寄日台親善協会を主体としてスター

トした人的交流について、小項目の２、民間移行

後の取り組み状況について、あわせて申し上げま

す。

初めに、名寄日台親善協会を主体とし、実施し

た事業についてでありますが、教育旅行受け入れ

事業につきましては１０月と１２月に台湾の高校

を受け入れ、農業青年派遣事業については１１月

下旬から７日間、嘉義県太保市に市内の農業青年

を派遣、中学生台湾派遣事業につきましては１月

に市内の中学生を台北市に派遣をし、当初の計画

どおり全ての事業を関係団体との連携のもと実施

をさせていただきました。

各事業の目的についてでありますが、教育旅行

受け入れ事業につきましては、市内の高校生に国

際理解教育や国際交流の場を提供するほか、交流

人口の拡大を図ることなどを目的としております。

農業青年派遣事業につきましては、次代の本市農

業を担う農業青年の国際的な視野を広めるほか、

台湾交流を担う人材の育成を図ることなどを目的

としております。中学生台湾派遣事業につきまし

ては、市内の中学生が台湾への派遣や事前学習を

通じ、自国と相手国の文化や歴史に対する理解を

深めることで国際社会に通用する豊かな国際感覚

を身につけるほか、自国の文化に誇りを持ち、夢

に向かってチャレンジする気持ちを養うことを目

的としてございます。

次に、都市間交流や経済交流の感触についてで

ございますが、名寄日台親善協会では都市間交流

に続きまして、太保市との交流実績を積み重ねる

ことで判断するとしてございます。５月上旬には、

太保市の農業関係者が来名をするほか、今年度の

新規事業である太保市との農業青年の交流では７

月上旬に太保市の農業青年を受け入れる予定とな

っておりまして、相互派遣、受け入れを実施する

中で農業などを通じた交流の可能性について検討

していくことになります。また、経済交流につき

ましては、台湾との人的ネットワークを構築する

ことで経済交流への発展を目指すことが名寄日台

親善協会で確認をされてございます。名寄日台親

善協会では、次年度に台湾への訪問ツアーを予定

していることから、人的交流を継続することで経

済交流に結びつくよう、都市間交流も含めて市と

しても支援をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３
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並びに大項目４についてお答えをいたします。

まず、大項目３、スポーツの振興と中学校の部

活動について、小項目１、部活動指導員制度の活

用について申し上げます。中学校における部活動

は、スポーツや文化及び科学等に親しみ、学習意

欲の向上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人間

関係の形成等に資するものであり、学校教育活動

の一環として行われています。そのため、本市の

各中学校においては校内組織に部活動委員会を位

置づけ、指導方針や活動の決まり等について共通

理解を図ったり、定期的に顧問会議を開催して各

部の活動状況等を確認するなど学校全体で組織的

に指導の充実に努めているところです。

本年度本市の中学校においては、学校の規模に

もよりますが、野球、バレーボール、バドミント

ン、ソフトテニス、吹奏楽等の部活動が設置され、

平成３０年５月時点で全生徒の８ ４％が加入し

ております。

部活動の課題としましては、教員が放課後の部

活動指導に時間を過度に費やすと授業準備や教育

相談、生徒指導などの校務に支障を来すこと、土

日に開催される大会等への引率は教員が行ってい

ることから、指導に当たる教員の負担が大きいこ

と、必ずしも設置されている部活動の指導を専門

としている教員の配置がない場合があることなど

が挙げられています。このため、各中学校では定

期的に部活動休養日を設定したり、できる限り複

数の教員が指導する体制を整えたりしています。

また、専門性の求められるスキーなどの種目では

顧問の教員と連携、協力しながら技術的な指導を

行う外部指導者をお願いしているところです。し

かしながら、部活動の技術指導だけではなく、大

会への引率等を行うことのできる部活動指導員に

ついては現在のところ配置はなっておりません。

そこで、教育委員会としては、スポーツ庁が運

動部活動に対する取り組みとして行っている運動

部活動改革プランの導入を目指しているところで

ございます。これは、スポーツ庁が平成２９年度

に作成した運動部活動のあり方に関する総合的な

ガイドラインに基づき、学校や地域における運動

部活動が多様な形で最適に実施されるよう調査研

究を行うものでございます。この調査研究は、中

学生の運動部活動へのニーズの把握や指導者への

意向調査、地域に潜在的にいると思われる指導者

の掘り起こし、さらには運動部活動と外部指導者

のマッチングを行うなど各学校における持続可能

な運動部活動を支援する事業となっています。こ

の調査研究事業に取り組むことにより、部活動指

導教員の負担軽減など教職員の働き方改革に資す

ることが可能となり、また外部指導者の協力を得

ることにより生徒の競技力の向上につながると考

えております。現在スポーツ庁に申請する予定で

あり、採択されることを期待しているものでござ

います。

次に、小項目２、部活動拠点校方式の導入につ

いてでございますが、少子化に伴い生徒数や教職

員数が減少する中で、各学校において現状の部活

動数を維持することは困難な状況になってきてい

ます。一方で、学童期より親しんできた運動を中

学校でも継続していきたいという生徒の思い、ま

たスポーツの楽しさや喜びを味わうとともに、健

全な心と体を養い、豊かな人間性を育むことも求

められています。

平成２５年５月、文部科学省の運動部活動での

指導のガイドラインでは、各地方公共団体、学校

では生徒の多様なニーズを把握するとともに、そ

れらに応え、運動部活動への参加を一層高めるた

めに活動内容や実施形態の工夫、シーズン制等に

よる複数種目の実施、複数校による合同実施など

さまざまな取り組みが望まれるとしています。複

数校合同チームの編成については、北海道中学校

体育連盟において既に平成１４年に規定が定めら

れ、本市においても人数が不足している部が合同

で練習し、大会に参加した事例がございます。そ

の後、平成３０年３月の運動部活動のあり方に関

する総合的なガイドラインでは、地方公共団体は
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少子化に伴い単一の学校では特定の競技の運動部

を設けることができない場合には、生徒のスポー

ツ活動の機会が損なわれることがないよう、複数

校の生徒が拠点校の運動部活動に参加するなど合

同部活動等の取り組みを推進するとし、特定種目

の部活動が存在しない学校の生徒に対して生徒の

希望に沿えるよう、拠点校となる学校の部活動へ

の参加を可能とする制度が広がりを見せつつあり

ます。

本市においては、小中学校通学区域規則の中に

指定された中学校に希望する部活動がない場合、

希望する部活動のある中学校に就学することがで

きることになっていますが、部活動だけの参加を

認める項目はございません。そこで、小項目１で

答弁しています運動部活動改革プランの調査研究

項目の中には生徒のスポーツに対するニーズの多

様化について調査することも可能と考えています

から、本市におけるいわゆる部活動拠点校方式の

導入の必要性なども含め、検討していけるものと

期待をしています。あわせて、教育委員会として

は、各中学校において生徒や指導者に過度の負担

をかけることがないよう、学校全体での組織的な

部活動の指導体制をつくるとともに、学校と家庭、

地域が連携を深めた効果的な部活動運営を推進す

るようお願いしてまいりたいと考えております。

次に、大項目４、冬季スポーツ拠点化による地

域づくりについてお答えいたします。小項目１、

スポーツコミッション設立に向けた取り組みにつ

いてでございますが、冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトの事業推進に当たっては、平成２８年度に

事業推進の核となるなよろスポーツ合宿誘致推進

協議会を設立し、冬季スポーツのアスリートが集

まるまち、スポーツになれ親しんだ健康な市民が

暮らすまちを目指して、スポーツを通じた市民の

健康づくりや親子参加型のスポーツ事業の開催な

ど各種事業を推進してきました。スポーツコミッ

ション組織の設立については、合宿誘致推進協議

会の構成メンバーに加えて、これまで事業にかか

わってきていただいた企業、団体にも新たに加わ

っていただく予定となっております。また、地域

一体となった組織にしていきたいとも考えており

ます。

今後の取り組みですが、スポーツを通じた人材

育成、市民の健康増進、地域経済の活性化、広域

連携を４本柱として各種事業を展開するとともに、

構成するメンバーそれぞれが各事業のプレーヤー

として活動できる仕組みを構築していきたいと考

えております。さまざまな分野で活躍する市民に

参画をしていただき、新たな発想でスポーツをキ

ーワードとした幅広いまちづくりに取り組める組

織運営を目指していきたいと考えております。

次に、小項目２、ホストタウン決定後の取り組

みと現状について申し上げます。ホストタウン構

想は、２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピック開催を契機に、参加国地域との人的、経済

的、文化的な相互交流を図ることを目的としてお

ります。本市においては、かねてから交流のあっ

た台湾の選手団の合宿受け入れを目指していると

ころでございます。

ホストタウンについては、昨年１２月に第５次

登録が行われ、全国で２６７の自治体が登録し、

うち１５自治体が台湾を相手国として合宿誘致活

動を展開してきております。本市においても平成

２７年度の第１次登録以降、さまざまな機会や人

脈を通じて誘致活動を行ってきたところですが、

昨年１２月に台湾バドミントン協会からの紹介で

ジュニアの強豪チーム、土地銀行の選手団を受け

入れ、近隣の美深町や名寄産業高校の協力をいた

だきながらモニター事業を実施してきたところで

ございます。モニター事業では、台湾バドミント

ン協会の関係者並びに選手団のコーチから台湾の

バドミントン競技の現状や２０２０年の東京オリ

ンピックの台湾代表チームの直前合宿受け入れの

可能性についてヒアリングを行うとともに、本市

の課題などについても意見交換を行ってきたとこ

ろです。台湾バドミントン代表チームの直前合宿
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の受け入れには、ハード面の整備、練習相手の確

保や移動距離など、さまざまな課題がありますが、

引き続き国や関係機関と連携を図りながら、受け

入れの可能性を探っていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ丁寧な御答

弁をありがとうございました。時間の許す限り再

度質問をしてまいりたいというふうに思います。

１つ目には、子ども・子育ての関係で、待機児

童解消緊急対策事業、これは始めて１年３カ月く

らいですか。２９年１２月４日から対象になって

いるというふうな事業でありまして、先ほどの報

告で２９年度で就職の関係では４件、そして今年

度は１１件というふうなことで、大きなこの確保

につながっているなというふうに実感をいたしま

した。比較的奨学金の返還については、その奨学

金を借りていない方が多くいらっしゃって、その

対象になっていないというふうなことで、これも

ある意味実態が明らかになったのかなというふう

に思います。宿舎借り上げについても幼稚園にお

いては非常に喜んでおりました。

私がこの質問をしようと思った背景には、ある

幼稚園で３歳児と４歳児の１クラスを削減をする

というようなお話をお聞きをしましたので、市内

の４つの幼稚園と認定こども園、そして風連の幼

稚園と保育所に出向いて実態、この緊急対策事業

がどのように効果的に機能しているのかというふ

うなことも含めて実情をお伺いをしてきました。

確かに３歳児、４歳児のクラスは１クラスずつ少

なくなっているのですけれども、この原因という

のは少子化に伴う部分というふうなことが大きな

原因であって、子供たちを見ていく幼稚園教諭な

りが少なくなったと、対応できなくなったと、し

たがって廃止をしなければならないのだというふ

うなことではなかったので、安心をしているとこ

ろでありますけれども、ただこの事業の部分につ

いては制度理解が非常に各幼稚園によって違って

おりました。

先ほどの説明では、各幼稚園のほうに出向いて

説明をしてきたというふうなことでありますけれ

ども、実際には名寄市外の方を採用することに関

しては対象にならないというふうに思っている幼

稚園だとか、新卒の採用についてはこの事業が該

当しないというふうに思っている幼稚園がほとん

どでした。したがって、私もこの制度の部分につ

いては私の理解と違っていましたので、お話をし、

もう一度担当のほうにしっかりお伺いをしていく

べきではないかというようなお話をさせていただ

きました。その結果、ふえてきているのかなとい

うふうには思うのですけれども、この制度の周知

というふうなことで、まだしっかりした理解に至

っていない部分もあるのかもしれませんし、３１

年度の新規採用に向けての呼び水とも言える事業

ですから、しっかりとした実際卒業されるという

か、学生さんにお話をして、こういう有利なこと

があるのですよというふうなことをお伝えするこ

とによって名寄で仕事をしてもらえるというよう

なことにつながるのかなというふうに思っており

まして、この辺の周知について再度お伺いをした

いと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 廣嶋こども・高齢者

支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

のほうから、本制度に係る周知について再質問を

いただきました。

最初の答弁にもお話しさせていただきましたけ

れども、各園のほうにもお邪魔させていただいた

り、それからハローワーク、それと養成している

学校にもお邪魔をさせていただいて説明をさせて

いただきました。実際に議員のほうから各施設を

回っていただいたということで、御説明をいただ

いたということで大変ありがたく思っております。

そんな中で施設側の認識といいますか、理解が

乏しかったということで御指摘がございましたの

で、それと先ほど御説明したとおり、この事業に
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よる効果は非常にあったということで、ぜひ御利

用をしていただくためにもきめ細かくＰＲをさせ

ていただきたいと思いますし、それぞれの園のほ

うにも出向いてきちんと説明をしてまいりたいと

思いますし、現在ホームページのほうにも情報は

載せておりますけれども、もう少しわかりやすく

見られるような形にしていきたいなというふうに

考えておりますので、今後とも引き続きこの事業

については、さらにＰＲを深めていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。この周知に関しては、やはり私は勝手に思う

のですけれども、各幼稚園にお邪魔して制度の説

明をしてきたと。そうすれば、各幼稚園ごとにい

ろんなケースがあるのです。だから、そのケース

のことが１つでないというふうなことも含めて、

いずれにしてもそんなにたくさんある幼稚園では

ないですから、市内に６つですか。したがって、

一堂に集まっていただいて、そしてその制度の説

明をし、そしていろんなそこの中から疑問といい

ましょうか、理解に乏しい部分については質問が

来ると思うのです。ですから、その質問を聞いて

また別な人は、別な園では、これも対象なのだな

というふうに思う部分もあると思うのです。なの

で、できれば統一した形の中での周知をしていた

だければというふうに思います。これは、要望と

いうことで、よろしくお願いします。

それとあと、待機児童の関係については、３０

年度はいなかったというふうなことも含めて、や

はりこの事業の幼稚園教諭なり、保育所の保育士

の確保が功を奏したというふうな部分で理解もで

きるというふうなことでありますけれども、この

１０月からは保育、それから幼稚園という教育、

保育の無償化が始まります。幼稚園とか保育所に

よっては、制度の違いはありますから、それらに

ついてまたどのように状況が変わっていくのかわ

からないなというところはあります。

懸念する部分については、今市内におられる３

歳児は、その数２１９名ですか。その部分でいう

と、足りている状況で４月１日の措置が始まると。

しかしながら、１０月になった時点で、いろんな

場面でまた申し込みが出てきたりというような部

分で、それまでお母さん、お父さんが家庭で面倒

を見ていたけれども、１０月になったら預けよう

というような方々も恐らく出てくるのではないか

なというふうに思います。そんなことからすると、

その対応は結構どんな形で対応が変わるのかわか

りませんが、出てくるような気がします。それら

について、ある意味予測をして、担当のほうで予

測をすること、それから１、２歳児では先ほどの

報告で５０％が実際幼稚園なり保育所に……幼稚

園は１歳児はいませんから、通っているというふ

うなことで、それもどのように変化をしていくか

わからないというところで、１、２歳児について

は最大６人の子供に１人の先生がつくというふう

なことで、その見ていく保育士なり幼稚園教諭の

数というのが非常に必要になってくるという状況

になると思うのです。

それらも含めて、どんなことが起きるかわかり

ませんが、それらに対するせっかくの子ども・子

育ての対応ですから、待機組の出ないような形の

中でしっかり見ていただきたいなというふうに思

うのですけれども、このことについてどのように

お考えなのかお聞きをしたいということと、あと

やはり実感として幼稚園でいうと３歳児、４歳児

の部分で定員３０名と言っていますけれども、実

際には担任が１名と副担任が ５というような状

況で、３歳児、４歳児がクラスがあったとしたら

２名ずつ張りつけはできないけれども、 ５くら

いの張りつけになるだとかというふうなことで、

非常にやはりクラスだけ、クラスというか、各幼

稚園の教室の数だけの分の先生方が確保できれば

いいというわけではないというふうなこともあり

ますから、それらについても相当苦慮している部
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分はあるかなというふうに思いますので、それら

についてもしっかりとした行政として対応をして

いただければなというふうに思うのですけれども、

先ほどの関係、よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 廣嶋こども・高齢者

支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） こと

しの１０月の無償化に向けてということで、議員

のほうからどういった形で対応していくのかとい

うことでの御質問をいただきました。

先ほど答弁させていただきましたとおり、現状

ではほぼ４月１日現在の子供の数と入所の予定を

されている方の数がほぼ１００に近いということ

で、今のところほぼ充足されているのかなという

ふうに考えておりますけれども、今後転入ですと

かいろんな形で、それと今は入所されていないけ

れども、今回の無償化によって新たに通わせたい

という方がもしいらっしゃったときの対応という

ことでいきますと、保育士等の人材確保について

は従来から厳しい中でそれぞれ園にも御協力いた

だいたり、それから公立の保育園についても職員

も公募をかけながら職員の確保をしてきていると

ころでございます。

先ほど議員のほうからもありましたけれども、

やはり子供の数に対する職員の数の確保というの

が本当に非常に厳しい状態にあるものですから、

そこは今後も職員募集も引き続きしていきながら

確保に向けて、それと１０月に向けてはさらに例

えばふえた場合にどのように受け入れしていくか

ということも各園、それから保育所等とも協議し

ながら１０月に向けて体制を整えていきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

それでは次に、台湾との国際交流の推進につい

てお伺いをいたします。先ほどお話では、当初予

定していた事業については、つつがなく履行され

たというふうなことで、やはり行政主導から民間

主導という部分でいろいろ大変御苦労をされた部

分はあるのかなというふうに思いますけれども、

事業がスムーズに行われたということで安心をし

ております。

この中で、教育旅行の受け入れの部分について

は、高校の協力を得たり、中学校に関しても事前

にこの勉強会を開いて、日本のみならず、台湾の

ことについても歴史、文化についていろいろ勉強

をしながら実際に研修をしてきたというふうな部

分で、これまでもずっと同じような、野球に限っ

てだったですけれども、それが広く広がって今回

新しく展開をされたのかなというふうに思ってい

ます。

それで、その効果という部分について、実際ど

のようにお感じになっているかというふうなこと

をお聞かせ願いたいというふうに思いますし、そ

れから教育旅行の受け入れに関しては、行政がや

はり橋渡し役という形でいかなければ、なかなか

民間だけ、日台親善協会が核となって進める部分

ではありますけれども、なかなかそれだけでは難

しいなというふうに思いますから、行政もしっか

りお手伝いをしていかないと、やはりスムーズな

この交流につながらないのかなというふうに思っ

ておりまして、それらについてもしっかりと行政

がかかわるというようなことでお願いをしたいと

思いますが、今回の研修を通して何か今までとは

違ったと感じられること、何かありましたらお願

いします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。議員が言われますように行政のサ

ポート、日台親善協会のほうが主に取り組むとな

っても行政の必要なサポートについては人的、財

政的な面を含めてしっかりと今後もさせていただ

きたいというふうに思います。
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実際に今回事業を取り組んでの成果ということ

でありましたから、子供たちの反応なんかも少し

報告をさせていただきながら答弁をさせていただ

ければと思いますけれども、台湾の子供たちはと

ても積極的で明るい性格をされていまして、実際

の交流の中でも積極的に英語で子供たちに働きか

けてきます。自分の言いたいことだとか考えてい

ること、思っていることをはっきりと言えること

ができるというのは、これはなかなか日本人は苦

手なところでありますけれども、ここはすばらし

いことだなというふうに私ども受けとめていると

ころであります。

実際にそこに接した子供たちにとっては、やは

り同世代の子供が母国語ではない英語を使って積

極的にコミュニケーションを図ってくるというそ

の姿にはやはり非常に刺激を受けた、そういう機

会になったのではないかというふうに受けとめて

いるところであります。実際に教育旅行の受け入

れの場面で、市内の高校生、目の前に相手がいる

と、どうしても我々は単語だとか文法を頭の中で

思い浮かべようとするのですけれども、目の前に

相手がいるとその時間がありませんので、なかな

か言いたいことを英語で伝えられなかったという

ところ、その難しさというのを改めて痛感したの

だと思いますけれども、後での報告や何かを聞く

と、このことが逆にいいきっかけとなって、もっ

と英語に身を入れて勉強しようと、コミュニケー

ションできるように頑張ろうと言われる方も少な

くありませんでしたので、そういった意味では非

常によい機会になったのではないかなというふう

に思いますし、この高校の修学旅行の受け入れを

きっかけに名寄高校においてはこれまで２回、テ

レビ会議のシステムを使って遠隔授業が行われて

います。私もちょっと資料を見ましたけれども、

お互いの食文化を紹介し合いながら、そこに対す

る理解を深める、そんな取り組みをされておりま

したので、今後ともこういった取り組みが継続を

されて、互いの文化を理解し、さらには国際的な

視野も深める、そんな機会になっていくことを期

待をしているところであります。

また、中学生の台湾派遣の関係もありましたけ

れども、ここも同様にやっぱり言葉の壁というの

がなかなか大きかったようですけれども、ただや

っぱり子供たちはその場で臨機応変に対応すると

いうのもあるのでしょう。ジェスチャーなんかを

交えて一生懸命伝えようとするのです。相手にそ

のことが伝わったときに、本当に子供たちはうれ

しそうな顔をしておりましたし、さらには滞在中

も向こうの文化をしっかりと吸収しようというこ

とで積極的な姿勢がうかがえましたので、そうい

った意味では非常によい機会になったのではない

かなというふうに受けとめているところでありま

す。様子を含めて、そういった意味で大きな成果

があったのではないかと受けとめているところで

ありますので、ぜひ御理解をいただければと思い

ます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。そうですよね。私どもの感覚でいうと、外国

人の方って本当にコミュニケーション能力が強い

というか、日本人が逆に言うとそれが苦手という

ふうな部分で、その背景にはやはり英語になかな

か、自分の自国語と英語というふうな部分で、日

本はなかなかまだそこには至っていないから、そ

の辺の部分はいろいろ今回行った方は苦慮された

部分だし、驚いた部分ではなかったのかなという

ふうに思います。ただ、そこで外国人と接する機

会というか、そういうことをふやしていくことが

やはりまたいろんな部分でコミュニケーション力

をつけていく１つの要因になるのかなというふう

に思うわけですけれども、このことについてどん

な考えがおありなのかお聞きしたいと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、そういった外国の人たちとの接点、こうい

うものについてはどうしても地方では限られると
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いう部分がありますので、私たちのほうでもそう

いう機会をできるだけ多く創出をしていきたいな

という考え方をしております。

私たち以外にも民間のほうでも例えばこの７月

にはリンゼイの友好委員会がありますけれども、

この中で子供たちを対象にイングリッシュキャン

プというのを行うというようなところもあります

し、またリンゼイからの高校生をことし２名を受

け入れるということもありますし、ドーリンスク

からもことし訪問団が来るという、そういう機会

がありますので、さらには台湾の教育旅行の受け

入れなんかもこれからも引き続き取り組んでいく

考えでありますので、こういった機会を使いなが

ら子供たちができるだけ多くそういった異文化の

人、言葉の違う人と出会う機会を創出していきた

いと考えておりますので、御理解をいただければ

と思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） そういう意味では、

本当に必要なことだと思うので、いろんな機会を

通してそういうふうな体験ができるような形、こ

れはつくり上げていくことが必要だなというふう

に思いますから、よろしくお願いします。

あと、この経済交流等々についてはお話を聞く

と、まだ農業研修でいうとこっちから行っただけ

で、向こうのほうからはまだ受け入れができてい

ないということですから、３１年度に受け入れが

行われるということも含めて、それで完結すると

いうふうなことになると思いますから、その中で

どういうことが今後考えられるのかなという話に

なってくるのではないかなというふうに思います。

ただ、１つ人的ネットワークを構築していくと

いうことからすれば、何か農業が切り口になるの

かなというふうに、今進めている事業もそうなの

でしょうけれども、農業青年を派遣をするという

ことはまさしくそのことかなというふうに思いま

すから、そんな中でこういうふうな形で農業を切

り口とした経済交流、人的交流、これが続くとい

うことを期待をして質問を終わります。

次に、部活動の関係でありますけれども、この

部活動、今お話しいただきました。実際に今中学

校の中で部活動、我々のときは中体連という１つ

の目標があって、その目標に向かって部活動をし

てきたというふうな部分があって、私の中では部

活動は教育の一環だという柱みたいな区分で感じ

ていたのですけれども、今の部活動の現状という

か、実際に部員数の減少から部活動が廃部に追い

やられるというようなこともあるのかもしれませ

んけれども、そうではなくて、部活動もいろんな

参加の仕方というのがあると思うのですけれども、

サッカーや何かでいくと、実際名寄の部分でいう

と、１校については中体連に参加しているけれど

も、もう一校は参加していないというような状況

でありますし、これもクラブ活動というか、クラ

ブという組織があって、そこに登録をして実際に

スポーツに親しむという、そういう形は続けては

いるのでしょうけれども、いろんな何かケースが

あるようなことをお聞きはしているのですけれど

も、このことについて教育委員会なり学校サイド

として望ましい部活動のあり方というのはどうい

うものなのか、ちょっとお教えいただきたいと思

います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 望ましい部活動の定

義といいましょうか、これはやはり子供たちが希

望する活動がその学校で完結するということが一

番望ましいのかもしれませんが、ただ子供たちの

ニーズも多様化しております。先ほど議員からお

っしゃられたように、サッカーチームでも学校内

でつくって活動をしているサッカーチームもあれ

ば、市内の生徒たちが集まってやっている。その

クラブチームについては、中体連には出られない

けれども、独自の大会等があって、そっちに行っ

ているというような形もありますので、教育委員

会としてこの形が一番いい形というのは特に今言

えることはないのですけれども、やはり子供たち
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が一番活動しやすいというか、可能な限り子供た

ちのニーズに応じた部活動のあり方が望ましいと

は思いますけれども、そこに全て対応できるかと

いうことになると少しちょっと限界、教育委員会

としても限界はあるのかなというふうには考えて

おります。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） そうですよね。本当

にいろんなケースがあるので、なかなか難しい時

代になってきたのだなというふうな感じはします。

部活動指導員制度の部分については、今のとこ

ろ名寄市は導入しているという状況にはないとい

う先ほどの御答弁をいただきました。その中で、

運動部活動改革プランという、これは今の状況が

どのような状況になっているかとか、調査研究を

するとか、それから先ほど指導者の市内のこの状

況がどうなっているかだとか、いろんな部分で調

査研究をしながら、この名寄市の今後のあり方に

ついて１つの道しるべになるような調査になるの

かなというふうに思って、このことに今進めてい

るということで初めて知りましたし、この採択を、

国の補助事業ですから、採択されなければできな

いというふうな部分でありますけれども、今の実

態を考えると補助事業で採択されなかったからで

きないということではなく、仮に採択されなくて

もその実態調査はしっかりして、この地域の部活

動の現状をしっかり把握をし、今後また少子化に

伴ってどんどん、どんどんさまざまに変化してい

きますから、それらに対応するような形を整えて

いただきたいということを要望して終わります。

次に、スポーツコミッションに関して、先ほど

といいましょうか、６日の日の東議員の代表質問

なり、きのうの山崎議員からの質問でも御答弁を

いただいていますので、内容についてはほとんど

同じ状況になろうかなというふうに思いますが、

先ほどの御答弁では４つの柱だったですか。大き

く４つに分けて、こんな形で進めていくのだとい

うようなことをお知らせいただいたかなというふ

うに思っています。

やはり私は、このスポーツコミッションという

のは、今名寄市が進めようとしている冬季スポー

ツの拠点化と、この事業をしっかり進めていくた

めにもやはりこのコミッションというのは大事な

部分だなというふうに思っていまして、このこと

については行政、そして民間、いろんな企業、団

体、それからその他もろもろかかわる人たちが一

堂に会してこういうふうな道、先ほど言った４つ

の柱を目指しながらも進めるというふうなことで

ありますから、このことについては本当に非常に

大事なことだなというふうに思っていますし、２

８年８月１７日に総務文教常任委員会の懇談会と

いうのがありまして、そのときに阿部雅司さんが

名寄に招聘されてきてお話をいただきました。こ

のときに初めてスポーツコミッションの設立とい

うふうなことが構想的に出されて、実際に３年ほ

どたつわけでありますけれども、これが長かった

のか短かったのかわかりませんが、今年度末をも

って仮称でありますけれども、なよろスポーツコ

ミッションが設立されるということにつながった

ということでありますから、これは非常に喜ばし

いことだなというふうに思いますし、こういうふ

うなコミッションが立ち上がることによってこの

地域のスポーツ、いろんな部分でありますけれど

も、私が考えるのはアスリートの人たちが名寄に

来て、名寄の子供たちがその姿を見て技術を学ぶ、

向上していくというようなことだとか、前に聞い

たことがあるのですけれども、実際にスポーツ合

宿に関しては施設整備といいましょうか、インフ

ラ整備されているところを主体的にみんな合宿に

入るのですけれども、そればかりではなく、やは

り合宿に来てそこでけがをするというようなこと

も多くあると。そのけがの対応のために、やはり

サポートをする環境が必要なのだと。名寄にして

みれば、市立総合病院もあるし、名寄大学があっ

て、いろんなその答弁の中で名寄が進めるといい
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ましょうか、いろんな形の中でバックアップでき

るような、医科学の関係についてもバックアップ

できるような体制が整いつつあるような、そんな

お話をいただきました。これは、本当に名寄にと

って必要なことだなというふうに思っていまして、

それを生かしてこのなよろスポーツコミッション

をどんどん、どんどん盛り上げていっていただき

たいなと思いますけれども、それについてお考え

といいましょうか、ありましたらお答えいただき

たいと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） スポーツコミッショ

ンの設立ということですけれども、やはりコミッ

ションが自走化といいましょうか、きちっと進ん

でいくことが大事なのだろうと思っていますけれ

ども、４つの柱ということで先ほど申し上げまし

た。

それぞれの考え方といいましょうか、まず人材

育成の部分では、やはりジュニアの育成の取り組

みが大変重要というか、メーンになるというふう

に考えております。スポーツ少年団や学校体育の

場面に引き続きスポーツトレーナー等を派遣する

などして、子供の運動能力の向上と競技力の向上

を目指していきたいと思っています。

また、市民の健康づくりの面では、親子参加型

のスポーツ教室を今年度から立ち上げて実施して

おりますし、今後もスポーツと健康をテーマにし

た講演会等を実施しながら市民の運動習慣をつく

っていくということと、あわせてスポーツによる

健康づくりを広めていきたいというふうに考えて

おります。

３つ目に、スポーツによる地域経済の活性化と

いうことを掲げておりますけれども、モチ米など

地元農産物を活用したアスリートや健康志向の方

向けに食品の開発から販売まで持っていけないか

なというような取り組みを行っていきたいという

ふうに考えております。

４つ目に、広域連携ということです。まだ連携

というのがはっきりした形ではできていませんけ

れども、まずは近隣自治体で行われるスポーツの

イベント等の情報を発信をしていきたいなという

ふうに思っていますし、今年度につきましては先

ほど申し上げましたとおり美深町と連携してバド

ミントン、スポーツ合宿受け入れなどにも取り組

んできているところです。今後も広域でスポーツ

合宿等の誘致ができないか検討をしていきたいと

いうふうに思っていますし、これらの取り組みに

ついては新たに設立するコミッションにおいて多

くの市民に参画をいただきながら、スポーツによ

る地域振興を今後も図っていきたいと考えており

ます。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 以上で塩田昌彦議員

の質問を終わります。

子どもの権利尊重について外２件を、川村幸栄

議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をいたします。

１つ目、子どもの権利尊重について伺います。

ことしは、子どもの権利条約国連採択３０年、そ

して日本が批准して２５年の年であります。この

年に子供にかかわる悲惨な出来事が次々に発生し

ています。今こそこのような悲劇が繰り返される

ことのないよう、社会全体の問題として考えてい

く必要があるのではないでしょうか。

そこで、小項目１、子どもの権利条例の制定に

ついて伺います。改めて条例の制定を求めるもの

であります。お考えをお聞かせください。

小項目２、虐待への対応について伺います。虐

待、体罰の問題は、特に子供の成長期の過程や学

校における人権問題として福祉行政と教育行政と

の連携、協働なくしては解決し得ない課題である

ことが実践的に明らかになっていると言われてい

ます。当市においては、昨年１０月からの産婦健

診と産後ケア事業や従来から行われているこんに

ちは赤ちゃん事業で細やかに対応していただいて
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いるところです。さらに、今回は子供家庭総合支

援拠点の開設や教育相談センターの夜間相談日の

設置が提案されています。設置の経緯等も含めて、

今後の虐待への対応についてお聞かせください。

３点目、教職員の増員について伺います。児童

生徒の悩みを受けとめる体制では、心の相談員の

配置で生徒の見守りや相談などに対応していただ

いていますが、十分に満たされているとは言えな

い状況だと思います。また、教職員の長時間過密

労働も社会問題となっています。当市においては、

加配もされているところではありますが、現場の

先生からは自身の心身の不安もあるけれども、子

供たちとの触れ合いが少なくなってきていること

に心を痛めていると言います。働き方の改善はも

とより、教職員の増員が必要だと考えますが、お

考えをお聞かせください。

小項目４点目、子供議会の開催について伺いま

す。子どもの権利条約は、子供は何よりもまず権

利の主体であり、しかもその権利を子供みずから

が行使することができるとの立場に立っています。

とりわけ同条約１２条が自己の意見を形成する能

力のある児童は、自己に影響を及ぼす全ての事項

について、自由に自己の意見を表現する権利があ

ることを認めて、子供の意見、意向表明の権利を

保障している点に端的にあらわれています。子供

自身に参加させ、その意見、意向を表明する機会

を与え、これを十分に聴取して決定することが求

められているところです。子供議会の開催につい

てのお考えをお聞かせください。

大項目２点目、子供の医療費助成の年齢拡大に

ついて伺います。子供の医療費助成を義務教育卒

業まで年齢の拡大を、特に祖父母からの要望が多

い子育て世代への支援が求められているところで

あります。義務教育卒業まで医療費の心配をせず

に病院にかかれることが大切ではないでしょうか。

口腔崩壊についても指摘をしてきたところであり

ます。今回歯科疾患検診事業開始は歓迎するとこ

ろではありますが、治療が必要なときに治療がで

きることが必要ではないでしょうか。全都道府県、

全市町村で助成が行われています。南富良野町の

ように、大学卒業の２２歳までというところもあ

ります。健康格差を生み出すのではないでしょう

か。また、地域間の格差も生じているところであ

ります。子供の医療費無料化の年齢拡大のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

大項目３点目、農業、農村の振興にかかわって

伺います。小項目１、家族農業の１０年への対応

について伺います。国連は、家族農業、小規模農

業の役割を重視し、各国が支援しようと２０１９

年から２０２８年の家族農業の１０年を呼びかけ

ました。世界では、小規模、家族農業の再評価が

進んでいます。この国連の呼びかけを真剣に受け

とめ、農業、農村の危機的事態を打開するために

家族農業を中心に農山村の再生、食料自給率の向

上に踏み出すことは国際社会に対する責任ではな

いかと考えます。そこで、家族農業の１０年への

対応について市のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

小項目２つ目、小規模農業への支援について伺

います。新規就農希望者、農村女性への支援につ

いては、市政執行方針で述べられています。今国

の農政では、ＴＰＰ１１、ＥＰＡＡの対応で規模

拡大による効率化などの向上を図る方向が強まっ

ています。規模拡大への支援では、クラスター事

業などが行われているところですが、名寄市とし

ての小規模農業への支援についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

小項目３点目、食料自給率の向上への対応につ

いて伺います。先進国では、最低の３８％という

食料自給率ですが、農業を基幹産業とする当市と

して食料自給率の向上に向けての対応についてお

考えをお聞かせいただきたいと思います。

風連中央小学校４年生が作成した風連のびっく

り！！もち米パンフレット！！、地元産のモチ米

について、モチ米を使った料理などに関心を寄せ

ています。そこで、学校給食の地場産食材の活用
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状況についてお知らせください。

また、食料自給率に大きく影響する種子法の廃

止への対応について、どのような対応をし、そし

て関係機関等への働きかけについてどのように行

われてきたのかお伺いをしたいと思います。

以上でこの場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま川村議

員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１のうち小項目１と２及び大項目の

２は私から、大項目１のうち小項目３は教育部長

から、小項目４は総合政策室長から、大項目３は

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、大項目１の子どもの権利尊重について

ですが、小項目１の子どもの権利条例の制定につ

いて、小項目２の虐待への対応について、一括し

て答弁させていただきます。名寄市では、子ども

の権利条約が定めている生きる権利、育つ権利、

守られる権利、参加する権利の４つの権利を尊重

し、実践するために名寄市子ども・子育て支援事

業計画において、子どもの権利が尊重される名寄

として、子供たちが安心して生きるための支援、

虐待や犯罪から守られる支援、平等で自分らしく

育つ支援、意見発表や参加するための支援の４本

の支援を柱として推進しているところであります。

計画の推進に当たっては、地域活動や学校、幼

児教育、保育施設などと連携を図るとともに、市

民への情報発信などを行いながら、子供たちを見

守り、安全で健やかに育つ環境づくりに努めてお

ります。

児童虐待については、全国的に相談対応件数が

年々増加している状況にある中、昨年３月に東京

都目黒区で児童虐待事件が発生しております。こ

のことを受け、子供の命を守ることを何より最優

先と捉え、全ての行政機関があらゆる手段を尽く

すよう緊急に対策を講じることとされ、国におい

て昨年１２月に児童虐待防止対策体制総合強化プ

ランが策定されてきております。名寄市におきま

しては、これまでも家庭児童相談事業を実施し、

児童虐待に限らず、養育に関することや心身の障

がいに関することなど、さまざまな相談に対する

対応をしてきております。保健センターでは、育

児不安や負担感から虐待に発展しないよう妊娠届

け出時から相談支援を開始し、出産後は生後４カ

月までの赤ちゃんがいる全家庭を訪問するこんに

ちは赤ちゃん訪問や乳児健診などの母子保健事業

を通じて母子の健康状態の把握と子育ての不安へ

の相談を行いながら必要な支援につなげてきてお

ります。また、平成３０年１０月からは産後間も

ない産婦の心と体の状況などを把握する産婦健康

診査や産後４カ月未満で産後の体調や育児に不安

などがある産婦に対して助産師が自宅に訪問し、

心身のケアや育児のサポートなどのきめ細やかな

支援を実施する産後ケア事業を開始するなど、産

後も安心して子育てができる支援体制の強化を図

ってきております。

教育相談センターについては、教育専門相談員

を配置し、児童生徒や保護者などから教育に関す

る問題を中心とした悩みや相談を受け、問題解決

に向けて支援や指導を行ってきております。第２

週と第４週の木曜日には夜間相談を設け、仕事な

どにより日中の時間帯に相談できない保護者や不

登校などにより家に引きこもりがちの児童生徒を

対象に相談を受け付けることで家の外に出るきっ

かけづくりの場となるような対応も図ってきてお

ります。こうした各部署における支援体制の連携

を密にし、要保護児童対策地域協議会を核とした

体制の中で児童虐待や家庭での不安解消の対応を

図っているところであります。

全国的には、地域住民の虐待に対する意識の高

まりにより、子供の前での夫婦げんかなどによる

面前ＤＶの虐待通報が特に増加している状況にあ

ります。名寄市においても同様に相談件数や支援

が必要な家庭や子供が増加傾向にあります。名寄
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市においては、子どもの権利に関する条例の制定

は実施しておりませんが、子ども・子育て支援事

業計画を基本とし、こうした事業を地域全体に周

知し、認識してもらい、全ての子供の権利を擁護

し、子供が健やかに生まれ育ち、安心して子育て

ができるように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。また、新年度からは子供家庭総合支援拠

点を設置し、家庭や妊産婦などを対象として関係

する機関などの連携をさらに密にし、妊娠期から

子育て期にわたる切れ目のない支援の充実に努め

てまいります。

次に、大項目２の子供の医療費助成の年齢拡大

について、小項目１の子供の医療費助成を義務教

育卒業まで拡大することについてお答えいたしま

す。子供の医療費の独自助成については、これま

でも定例会において御質問をいただいているとこ

ろではありますが、対象となる年齢や医療費の範

囲、所得制限や一部負担の有無など自治体間にお

いてさまざまな制度となっていることから、国に

おいて全国一律で実施すべき制度であると考えて

おりますので、さまざまな機会を通じ、国や北海

道に要望してきております。

道内都市の独自の医療費助成の状況につきまし

ては、３５市中、小学生の入院は２０市、通院が

２４市、中学生の入院が２４市、通院が１７市と

なっており、義務教育卒業までの医療費助成拡大

がふえている状況にあります。本市におきまして

は、これまでも医療費の助成拡大に限らず、市立

総合病院における小児科診療の２４時間体制の整

備など、安心して医療が受けられる体制を整えて

きているところであります。

子供の医療費の助成拡大については、これまで

も第２次総合計画中期計画の策定において協議し

てきているほか、現在第２期の名寄市子ども・子

育て支援事業計画策定に当たり、アンケート調査

によりニーズ調査も実施しているところでありま

す。また、１０月に実施されます消費税増税に合

わせ、３歳児から５歳児までの幼児教育、保育の

無償化が実施されることに伴う地方負担額を精査

しながら検討していかなければならないと考えて

おります。今後も各種アンケート調査の結果や子

ども・子育て支援事業計画策定時における協議な

どにおいて市民ニーズも踏まえながら、優先的に

どの子育て支援を充実させていくか、財源を有効

に活用していくことも含め検討してまいりたいと

思いますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１、

小項目３、教職員の増員について申し上げます。

子供たちへの虐待や体罰を見逃さないために学

校での見守り体制を進めるため、教職員の増員が

必要ということでございますが、現在国において

は学級数や児童生徒数に応じた県費負担教職員定

数配置基準において教職員の適正配置を行ってい

ますが、あわせて教職員の定数改善という面から、

学校における働き方改革に関連した教職員の増員

や複雑化、困難化する教育課程への対応をするた

めの加配教員の配置に取り組んでいる状況にもあ

りますことから、本市においても制度を積極的に

活用しながら教職員の適正配置に取り組んでいき

たいと考えております。

また、市内中学校３校に配置しております心の

教室相談員については、新年度より校区内の小学

校にも派遣し、日常的に児童生徒にかかわりを持

ち、小中学校の連携を図るなどの支援体制を構築

していきたいと考えております。さらに、特別支

援教育学習支援員も増員し、各学校に配置してい

ることから、教育委員会としては学校のスタッフ

全員で子供たちを見守っていくという視点に立っ

た学校運営を進めていただくよう各学校にお願い

をしていきたいと考えているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私からは、大項

目１、小項目４、子供議会の開催について申し上
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げます。

本市では、平成２９年度から子供たちがふるさ

と名寄と自分自身の未来に夢と希望を持ち、明る

く健やかに暮らせるよう、考えやアイデア、夢な

どを語り合い、その活動を通してそれぞれの思い

を生かしたまちづくりビジョンを持ってもらえる

よう、ふるさと未来トークを開催してきておりま

す。現在市内小中学校を対象に年３回実施してお

り、各学校ではそれぞれテーマをつくり、子供た

ちが本番に向けて議論するなどの準備を進め、市

長、教育長へ意見や質問を行ってきております。

テーマでは、将来名寄をどのようなまちにした

いか、そのために大人になったら取り組みたいこ

とや自分の学校や名寄市をもっとよくしていくた

めの意見やアイデアなど成長に応じたテーマで取

り組んできており、学年単位や全校生徒を対象と

するなど、できるだけ多くの子供たちが参加し、

意見を発表する場として有効な取り組みであると

考えております。

子供議会の開催につきましては、開催意義は十

分理解しておりますが、多くの子供たちが参加で

きる仕組みとして現在ふるさと未来トークを実施

しておりますので、子供たちの感想や学校現場で

の意見などを踏まえ、今後しっかり検証してまい

りますので、よろしくお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、農業、農村の振興にかかわって、初めに小

項目の１、家族農業の１０年への対応について申

し上げます。

国連は、２０１９年から２０２８年度までを家

族農業の１０年と位置づけ、加盟国に対し、世界

の食料安全保障確保と貧困、飢餓撲滅に大きな役

割を果たしています家族農業に係る施策の推進、

知見の共有を求めました。国内においては、農業

経営体数は約１３８万経営体ございまして、この

うち家族経営体は１３４万で全体の９８％を占め

ております。国におきましては、家族農業経営体

について地域農業の担い手として重要と考えてお

り、食料・農業・農村基本法に基づき家族農業経

営の活性化を図ることとしており、さまざまな施

策が講じられているところでございます。本市に

おきましても６２４の農業経営体のうち、家族経

営体は５９７で全体の９６％を占めており、農畜

産物の生産はもとより、地域コミュニティーの形

成や農業、農村が持つ多面的機能の維持、保全な

どにおきましても中心的かつ重要な役割を担って

いただいていると認識をしているところでござい

ます。

次に、小項目の２、小規模農家への支援につい

て申し上げます。本市におきましては、経営規模

の拡大に取り組まれる方や小規模の面積で収益性

の向上に取り組まれる方など、さまざまな規模や

作付による経営が展開されておりまして、そのこ

とが本市の特色の一つであります多様な農畜産物

の生産につながっていると考えてございます。

農業者に対する支援といたしましては、国の中

山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付

金による農業、農村の多面的機能を維持、発揮す

るための支援や経営所得安定対策による土地利用

型農業の経営安定を図るための支援など、経営規

模にかかわらず取り組みが進められております。

また、本市といたしましては地域の中心的な担い

手としての要件の一つであります認定農業者制度

や人・農地プランにおける担い手農業者の位置づ

けにおきまして、経営規模の大小や経営体の区分

にかかわらず、一定の所得目標の達成に向け、経

営改善計画を作成し、取り組む農業者や意欲的な

農業者について地域農業の担い手として認定をし

ておりまして、あわせて労働力確保対策や担い手

育成に係る支援及び農業振興資金によるセーフテ

ィーネット対策などＪＡと協調し、今後も多様な

経営体の支援に取り組んでまいります。

次に、小項目の３、食料自給率の向上への対応

について申し上げます。初めに、学校給食での取
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り組みについてでありますが、地場産食材の積極

的な使用を推進しており、作柄の影響もございま

すが、地場産食材の使用率は例年６０％前後で推

移をしておりまして、平成２９年度では６ ３％

となってございます。具体的には、試食米の全量

を風連の２つの生産組合から購入しているほか、

モチ米産地ならではの献立として赤飯やおこわ、

モチ米コロッケなどを提供してございます。野菜

や穀類、精肉の購入におきましては地場産食材を

優先とし、続いて道産、国産の順としており、生

産者や納入業者の協力を得ながら地場産食材の確

保、使用率の向上に努めているところです。また、

平成２９年度からはパン給食用小麦粉の全量を名

寄産としたほか、名寄産食材のみを使用したなよ

ろ給食の日を設けるなど新たな取り組みを実施し

ています。本市は、お米や野菜など新鮮で安心な

食材がふんだんに収穫できる気候風土にあります

ことから、地域関係者との連携を図りながら地産

地消の取り組みを推進してまいります。

次に、産地としての取り組みでありますが、本

市では生産者の皆さんの努力により多様な農畜産

物が生産されており、産業まつりや地産地消フェ

アなどのイベントにおける市民へのＰＲや直接販

売に加えまして直売場などの紹介を行っており、

これらを通じて地産地消を推進してございます。

食育の観点からも小学校の総合学習や民間団体の

支援を受け実施をしております教育ファームにお

いて農業体験や収穫祭などが実施されており、こ

れらの体験を通して生産過程や苦労を知り、安全

で安心な食を選択する力を身につけることで将来

地産地消の推進を担う生産者または消費者となっ

ていただけるよう、引き続き学びや体験の場の支

援、情報提供に努めてまいります。

また、風連中央小学校４年生が取り組み、市に

提供いただいた風連のびっくり！！もち米パンフ

レット！！については、モチ米の歴史を初め、農

家、名寄モチ米の秘密やモチ米商品、料理などを

幅広く紹介する内容で、食育や地産地消に結びつ

く取り組みと受けとめており、市内７カ所に配置

をし、広く市民の皆様にもごらんをいただいてい

るところでございます。

次に、道の種子条例に関してでございますが、

主要農作物種子法は国におきまして米、麦、大豆

の種子に特化をして都道府県に種子の生産及び普

及を義務づけてきたものでありますが、民間の種

子開発への参入を阻害しているとして昨年４月に

廃止をされました。これまで種子法のもと、気候

など地域の生産条件に適合する品種や消費者のニ

ーズに応えられる優良品種が開発をされ、高品質

な農産物の安定生産が行われてきたことから、北

海道に対し、安全で優良な種子の安定供給が引き

続き可能となるよう、適切な制度の枠組みの構築

と十分な財源を講じるよう関係市町村や団体と連

携し、求めてきたところでございます。

これを受けまして道におきましては、種子条例

の制定に向けて積極的な検討が進められ、さきの

第１回定例道議会におきまして、北海道主要農作

物などの種子の生産に関する条例として全会一致

で可決をされ、この４月１日から施行される運び

となりました。この条例には、これまで同様に優

良品種の認定、原種及び原原種の生産、圃場など

の審査等の取り組みについて規定されるとともに、

対象となる作物につきましてはこれまでの米、麦、

大豆に加えまして小豆、インゲン、エンドウ、ソ

バが主要農作物として位置づけられました。また、

種子の安定生産に必要な財政上の措置を講じるよ

う定められており、今後ともこれまで同様に優良

な種子の開発や安定供給が図られるものと考えて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、御答弁をい

ただきましたので、それぞれ再質問等をさせてい

ただきたいと思います。

まず最初に、子どもの権利の尊重にかかわって

であります。これは、２つ目の子供の医療費助成
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の年齢拡大にもかかわるところでありますので、

同時に進めたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

子どもの権利条例の制定にかかわってでありま

すが、この間も私も何回か求めてきたところであ

ります。日本弁護士連合会子どもの権利委員会と

いうのがあります。ここの中で言われているのが

何よりも大切なことは子供たちに権利条約の内容

と意味を広く知らせることであり、これにより初

めて子供は権利主体として、みずからその権利を

現実に行使することができるようになるのである

というふうに書かれています。そして、地方自治

体に権利の救済機関を設置することも求めている

ところであります。権利条例等をつくられたお隣

の士別市もそうですけれども、私が視察をさせて

いただいた青森市のところでも子どもしあわせ課

というのがあって、ここでいろいろ相談等の救済

機関として設置されているところです。

この条例をつくるに当たって、やはりいろいろ

な立場の人たちがたくさんの子供たちにかかわっ

ていろいろな意見を出し合う、このことが私は重

要だと思っています。社会全体としてということ

が言われています。３月１日に子どもの権利・教

育・文化全国センターというところが子どものい

のちと安全を何よりも大切にする社会にというア

ピールを出しています。この虐待の問題等を受け

てのアピール発表です。なぜ児童虐待がなくなら

ないのか、子育て、教育にかかわる人々だけでな

く、社会全体の問題として考えていく必要がある

のではないかというふうに述べています。私は、

そのとおりだと思っています。私の身近なところ

でも最近、子供の泣き声に非常に敏感になってい

るという声が聞かれています。そうでないことを

祈りながらも、ひょっとしたらというふうなこと

で心を痛めているのです。ですから、市民全体で

この問題を考えていくというあたりで、この子ど

もの権利条例の制定が必要ではないかというふう

に思うのですが、この点についてのお考えをもう

一度お聞かせください。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今議員からあり

ましたように子どもの権利条約に基づきまして、

先ほど言いました４つの権利というのは大変重要

だというふうに思っています。

これまでも答弁をさせていただいておりますけ

れども、本市につきましてもそこはやっぱりきち

んと重要視しながら子ども・子育て支援事業計画、

今策定に向けて取り組んでいるところであります

けれども、その中でも言われたように４本の柱を

つくりながら実施をしております。この柱につき

ましては、子供たちというよりもまずは保護者、

私たち大人がしっかり理解をして、そういった意

識を持ってやっぱり生活をしていかなければなら

ないというふうに思っています。そういった面で

は、来年度策定時期に入りますけれども、そうい

った趣旨も含めてやっぱり広く市民に周知しなが

ら、いろんな方々の御意見をいただきながら、教

育委員会とも連携しながら、子供たちの意見を聞

きながら、そういった精神がしっかり名寄市民に

伝わるようなことで進めてまいりたいというふう

に考えています。

これまでも繰り返しになりますけれども、そう

いった意味で子どもの権利条約、これを基本とし

ながら国もいろんな施策を打っています。私たち

もこれは全国的に統一した対応でなければならな

いというふうに思っていますので、そういった面

では子どもの権利条約に基づきながら、本市にお

きましてもその計画の中で具現化をしながら、そ

ういったこともきちんと市民に意識を持ってもら

いながら対応を進めてまいりたいというふうに考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 大人がまずしっかりと

理解をしてもらうという、そういうことなのです

けれども、一部分のところ、学校であったり、ま

た行政であったりということではなくて、やはり
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市民全体でみんなでこのことを考えていこうとい

うことが私は大事なのだというふうに思います。

そこに子供たちも加わり、親も加わり、社会を築

いていく、みんなでこの子供を守っていくという

その意識に立っていく。そのためには、この権利

条例を制定するに当たってのその取り組みの段階

の中では、ここが非常に重要だというふうに思っ

ているところでありますので、ぜひともそういう

方向で部分的な、先ほども私もお話ししましたけ

れども、子供たちを虐待から守るという部分での

取り組みは本当に細かくしていただいていること

は理解しながらも、そこは部分的になってきて、

そこにかかわった人だけがわかっているのではな

くて、市民全体がこのことに対して考えをし、そ

して子供を守るのだという立場を貫いているとい

うところが必要かなというふうに思っていますの

で、条例制定について引き続きこの検討、前向き

に検討していただくことを求めたいというふうに

思います。

虐待の対応についてであります。今も言ったよ

うに、いろいろな取り組みをしていただいている

ところです。先ほど紹介した日本弁護士連合会子

どもの権利委員会というところでは、救済活動の

基本として子供の権利擁護の立場に徹して、速や

かに子供が窮状から脱出するのを支援することを

最優先にするべきだと、これが課題なのだという

ふうにおっしゃっています。この間、いろいろな

報道をされている悲惨な、もう本当にあってはな

らないということが繰り返されて言葉として出て

いることに私はとても胸が痛みますし、腹立たし

い思いでもいるところであります。そのことに対

して、速やかに子供が窮状から脱出するのを支援

する、この立場に立つことが大事だというふうに

おっしゃっているのですが、この点についての考

えをお聞きをしたいと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まさに議員がお

っしゃられるとおりだというふうに私も思います。

この間、テレビを見ていると頻繁に本当に無抵抗、

抵抗のできない子供たちが虐待によって痛ましい

命を落としたり、心身ともに傷ついたり、本当に

あってはならない、何と言っていいかわかりませ

んけれども、本当に怒りを持つところであります。

そういった面では、先ほど議員からもありまし

たとおり泣き声が気になるとか、そういった部分

では先ほどの私の答弁でも言いましたけれども、

やっぱり地域住民もすごくそういった面では意識

を持っているというか、やっぱり泣き声が聞こえ

るからという通報が市にもあります。そういうと

きには、すぐ学校に確認したり、幼稚園に確認し

たり、保護者の状況を確認したり、もちろん直接

的にちょっと行くのは動きの仕方も含めて慎重に

なりながら対応をしています。そういった面では、

地域住民のわずかな変化であったり、大丈夫かな

という、そういったわずかな情報をやっぱり早急

に対応して事実確認をしながら進めていく、そし

て大きな問題にならないうちに対応していくとい

うのは当然必要だというふうに思っていますので、

その点につきましてはこれまで同様、教育委員会

も含めて関係部署と密に連携をとりながら、そう

いった会議もすぐできる体制は常にとっておりま

すので、今後についてもさらに充実させていきな

がら、深刻な問題にならないうちの早期改善、そ

れよりも未然防止が大事ですけれども、そういっ

た対応については皆さんからの御意見もいただき

ながら充実をさせて取り組みを強化してまいりた

いというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） やはり今報道もありま

すから、市民の皆さんの中には非常に敏感になっ

ているところがあるかなというふうには思うので

すが、しかしやはりきちっとした情報、先ほどか

ら子どもの権利条例の話もしました。どうして子

供を守るのかといったとこら辺のことも必要なの

かなというふうに思うわけです。

虐待の中には、一般的に言われている身体的、
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性的、また心理的虐待、そしてネグレクト、育児

放棄などを言われているこの４つがありますけれ

ども、そのほかにも最近では乳幼児の揺すぶられ

症候群だとか、それからちょっとうまく言えない

のですが、代理ミュンヒハウゼン症候群というこ

とで捏造、親が勝手に子供が大変だということで、

そういううそを本当のようにしていくというか、

そういったことだとか、そして医療ネグレクト、

病院に連れていかない、こういったこともこの虐

待の中に今は含まれていて、こういった情報も皆

さんの中に浸透させていく必要があるだろうとい

うふうに思うのです。このことをやっぱり語り合

ったり、みんなで共有し合ったりしていくところ

に、戻りますけれども、条例の制定の段階の中に

含まれていくかなというふうに思うのですが、こ

の医療ネグレクトにかかわって、やはり子供の医

療費の助成の年齢拡大が私は必要ではないかとい

うふうに思うのです。病院に連れていかないとい

うことだけではなくて、複数のこの問題が先ほど

部長の答弁にもあったようにＤＶ、面前ＤＶもあ

りますから、そういった部分もありながらの複雑

化した中での医療ネグレクトにつながっているの

かなというふうには思うのですが、しかしその根

本のところにやはり経済的な部分での負担という

のもあるのかというふうに考えるのですが、いか

がでしょうか。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の医療ネグレ

クトにつきましては、言われるようにお金の面が

全てだというふうに私も思います。いろんな状況

が重なって病院に連れていかないということがあ

るかというふうに思います。私も例えばお金がな

くて医療にかかれないというのは、これはあって

はならないことだというふうに思っています。そ

ういった面では、そういった家庭の経済状況であ

ったり、そういったことであれば福祉的な援助も

支援もしっかり相談を受けて対処していかなけれ

ばならないものだというふうに考えているところ

であります。そういった面では、医療費無償化、

全市民が対象という部分がありますので、そうい

った面ではちょっと市としてもいろいろ研究しな

がら進めていかなければならない問題だというふ

うに思っているところであります。

本当に今の社会状況なり地域を見ていますと、

子供の虐待に対して行政がどういうふうにかかわ

るというのは、すごく難しい状況だというふうに

思います。例えば子供を怒っているような声が聞

こえたら、すぐ飛び込んでいけるかというと、そ

ういう状況でもありませんし、先ほど言ったよう

に親がうそをついている場合もあったり、本当に

個人情報も含めていろんな状況もありますので、

そういった面では関係する幼稚園や保育所や学校

などなど地域の方々とも連携をとりながら、情報

もしっかりとりながら、そういった対策も含めて

今後も強化をしていきたいというふうに思ってい

ます。そういった面では、ちょっと議員とは合わ

ないということでいえば、計画の中ではしっかり

そういったことも取り組みも含めて掲載をしなが

ら対応を進めていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 本当に行政だけでは難

しい部分がたくさんあるかというふうに思います。

そういった部分で、やはり先ほどもお話ししたよ

うに社会全体の問題として考えていく必要がある

のだろうというふうに思います。

教職員の増員について、適正配置、そのときか

なというふうには思うのですが、しかし子供は自

分たちの窮状を訴える能力、表現力が十分でない

と、弱い立場の存在であるということで言うと、

学校での目配り等々、先生方の目配り等々が本当

に重要になってくるのかなというふうに思ってい

ます。先ほどもお話がありました。心の相談員も

小中と広げていきたいということでした。これが

実現できると、本当にいいなというふうに思って

いますし、また学習指導員の方々の増も本当に望
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むところですけれども、やはり今教員の働き方の

ことも前の一般質問の中でも議論がされたところ

ですけれども、ここも含めて教職員のさらなる増

員が必要かというふうに思うのですが、改めてお

考えをお聞かせください。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教職員の関係につき

ましては、先ほど御答弁をさせていただいたとお

りでございますけれども、やはり学校現場で家庭

でのＤＶというのが発見されたといいましょうか、

先生の目によって。そういう事例もございますの

で、やはり先ほども申しましたとおりスタッフ全

員で見守りをしながら、学校の中できちっとした

対応をとっていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほどから言っている

ように行政だけでは、学校だけではというところ

でいえば、地域の私たちもみんなでそういう目配

り、気配りをしていかなければならないなという

ふうに思っているところですが、やはり学校でい

えば専門の方々がいらっしゃる場ですので、ぜひ

ともここに力を発揮していただきたい、そんなふ

うに強く願うところであります。

子供議会についてですが、ふるさと未来トーク、

私も否定するものではありません。クラス全体で、

市長、教育長が行って一緒に給食を食べながらい

ろんな懇談をするという、それはそれで私は……

と思ってはいるのですが、しかし子供議会であっ

たり、子供会議であったりといったところでは、

これは北広島市の子ども会議の案内のあれなので

すけれども、子供たち同士で話し合い、子どもの

権利を多くの人に知ってもらえるような案をみん

なで考えて市長に直接提案してみませんかという

働きかけです。そして、青森市では、あなたは自

分の思いを自分の言葉で伝えることができていま

すか、あなたの意見は大切にされていますか、そ

んなふうに呼びかけて子ども会議への呼びかけを

しているところです。

ですから、これは全市に、今名寄市が行ってい

るふるさと未来トークはクラスであったり、また

学校であったりということなのですが、これです

と全市の中で、隣の士別市もそうですけれども、

士別市内の全部の中学校に声をかけてというとこ

ろでは、そのクラスメートであったり、学校のと

いうのではない、やっぱり広い視野の中での意見

を交換し合う。そして、例えばその議会を開くに

当たっては、準備のために隣の士別市では６回集

まって、職員の方々も参加しての準備が進められ

ているというふうに聞いています。こういった取

り組みをしていくことで、また子供たちも成長し、

そして周りも成長していくのではないかというふ

うに考えていて、このふるさと未来トークはその

ままあっていいのですが、例えばいじめ防止サミ

ットがあります。こういったことのような形での

子供議会ができればというふうに考えるのですが、

いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 靖議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 子供議会につい

ての再質問をいただきました。

基本的に川村議員と目的、方向性については同

じ方向で考えられているのかなというふうに受け

とめさせていただきました。冒頭答弁させていた

だきましたとおり、本市では今ふるさと未来トー

クをスタートさせていただいて、ふるさと未来ト

ークをしている目的というのがやっぱり想定でき

る、参加できる人数をやはり最大限ちょっと、そ

の場に参加できる子供たちの数を多く担保できる

仕組みとしてやらせていただいております。２年

目、６校終了ということで、まだ実は一巡させて

いただいておりません。その中で、しっかり一巡

した中で改めて答弁させていただきましたけれど

も、いろいろ声を聞きながら検証させていただい

て、また前向きな取り組みとしていろいろ検討し

ていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。
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〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 子供議会もこれも長く

取り上げて求めてきたところでありますけれども、

やはりこの子供議会という形をとることで子ども

の権利条約、そして権利条例、市でいえば条例に

つながっていくのですが、このことをやはり子供

たちに伝えて、先ほども紹介したようにまずきち

っと子供たちに理解してもらうということなので

すが、それとあわせて周りの大人たちが子供の権

利とはということに思いをはせていく、その大き

なチャンスなのだろうというふうに思うのです。

いろんなことが取り上げられていますけれども、

ここのところがどうしても後づけのように私には

感じてしまいます、いろんな取り組みがされてい

ることは評価しながらも。ですから、子どもの権

利を守るのだといったところをやはり最優先にす

る中でのいろんな取り組みがしていただければ私

はいいかなというふうに思っていますので、再度

検討を進めていただくことを強く求めたいと思い

ます。

子供の医療費助成の問題ですけれども、これも

やはり子供の権利です。子どもの権利条約の中で

は、こんなふうに言われています。子供の養育及

び発達についての第一義的な責任が親にはあるこ

とを認めた上で、国に対しても親がこの責任を遂

行するに当たって、親に適当な援助を与えること

を求めているのです。これが自治体、本当は私も

国の施策として取り組んでもらう、これはいつも

言っていることなのですが、国の施策として取り

組んでもらうことが何よりも一番大事かなという

ふうに思っていますし、私たちの党としても求め

ているところであります。そうならないところで

全国の都道府県、市町村で助成が行われている、

そして全国市長会でも国に要望が出されていると

ころであります。やはり子供の命にかかわるこの

医療費の助成を年齢拡大を進めていただくことが

必要かと思っています。一番ちょっとネックにな

っていた医療費助成のペナルティーもなくなって

いるわけですので、今がやるときかなというふう

に思っているのですが、お考えをお聞かせくださ

い。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 医療費の助成に

関してですけれども、先ほども答弁の中でちょっ

と触れさせていただいていて、繰り返しになって

申しわけありませんけれども、先ほど申し上げま

したとおり経済的な理由なりによって、子供が病

気にかかったときに医療機関にかかれないという

ことは、これは私もあってはならないことだとい

うふうに思っています。そういった面では、国、

道の補助制度であったり福祉的な支援であって、

それは対応してきておりますし、対応すべきだと

いうふうに思っています。

ただ、子供全員が医療費の無償化をするという

ことについては大きな財源がありますし、それが

本当に子育て支援にとって最善の優先的な政策な

のかということは、これは十分に検証をしていか

なければならないというふうに思っています。ほ

かにもっと虐待も含めて、先ほどの例えば教員の

増員とかありますけれども、どういったところに

財源を投資するのがいいのかというのは、やっぱ

りきちんと市としても判断をすべきだというふう

に思っています。そういった面では、今アンケー

ト調査等もやっていますし、支援計画の中では議

論も進めていきますので、その中でも十分な議論

を尽くしながら、やっぱり有効的に財源を活用し

て子ども・子育てに本当に効果的な支援を今後も

検討しながら進めてまいりたいというふうに思っ

ていますので、御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 子育てのアンケート調

査もこれから集約されて結果が出てくるのだとい

うふうに思うのですけれども、やはりその中でし

っかりと検証しながら、何が必要なのかというと

こら辺を見ていただきながら、ぜひとも地域間の

格差はなくしていかなければならないというふう
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に思っていますので、よろしくお願いしたいと思

います。

最後になりました。食料自給率の向上に向けて、

小規模農家、また先ほど部長からありましたよう

に名寄市内は９６％が家族農業だということであ

りました。こういった皆さん方へのさまざまな支

援があるわけですけれども、やはり後継者がいな

くて、やむを得ずに離農しなければならないと、

こういったことは何としてもやめさせなければな

らないというふうに思っています。営農意欲を高

める施策が必要だろうということで、先ほどいろ

いろ支援策が述べられたところであります。

そこで、私としてはやはり消費者として地産地

消を進めていく中で、食料自給率の向上に向けて

取り組みをしていきたいなというふうに思うので

すが、風連中央小学校のびっくり！！もち米パン

フレット！！を皆さんは見たでしょうか。本当に

上手で、先生方の御指導も徹底していてよかった

のだというふうに思いますけれども、こういうの

がいろんなところでできていったら、農家の皆さ

ん方も本当にうれしいだろうなというふうに思っ

ているところであります。地元の食材に関心を持

つというところでは、本当にこれがいい教材にな

っているというふうに思います。

先ほど学校給食の地場産の利用のところでお聞

きしました。２８年度までの学校給食における食

材の活用率がこの推進計画の中であったのですが、

２８年度では６ ４％が２９年度では６ ３％に

ということで、少しずつ上がってきているという

ことでは先ほど御紹介もありましたけれども、パ

ンだとか、そういった部分でふえているのだとい

うふうには思います。さらなる利活用の増を望む

ところですが、この辺についてのお考えが何かあ

りましたら、お知らせいただければと思うのです

が、どうでしょうか。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校給食における地

場産食材の利活用でございますが、これにつきま

しては当然継続的に今後も積極的に地場産食材を

取り入れていきたいというふうには考えておりま

すが、ただ名寄市の気候上といいましょうか、冬

場というのはどうしても地場産食材が供給できな

いような状況にもありますけれども、近年は寒締

めホウレンソウみたいな冬場にでもつくっていた

だいているような食材もございますので、そうい

う食材等についても活用をしていければというふ

うに考えております。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 献立表、それからいた

だきたいむ、給食センターから発行されている。

これもずっとホームページに載せていただくよう

に求めてきたところですけれども、これを見ると

本当に地場産が使われているというのがよく伝わ

ってきます。引き続き取り組みを進めていただき

たいと思います。

地場産のものを使うというところでは、大学の

学食でぜひ餅食を出していただきたいということ

で求めてきたところでありますけれども、せんだ

って地元紙にＪＡさんの協力で餅が出たというこ

とがニュースにありましたけれども、この辺につ

いてちょっとお知らせいただければというふうに

思いますが。

〇副議長（佐藤 靖議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 以前川村

議員からは、学食の餅の提供といいますか、そう

いうような御提言をいただきまして、本学の食堂

は運営事業者に委託をしているものですから、話

し合いをしたのですけれども、現状で常設のメニ

ューとしての提供というのはちょっと難しいとい

うことでございました。

お話がありました今回のモチ米の提供につきま

しては、ＪＡさんの厚意によりまして農業労働力

学生への支援とモチ米のＰＲということで、ただ

すばらしく、無料ということもあって大盛況でご

ざいまして、三、四十人の学生が食べられなかっ

たというぐらいにぎわいました。お礼も含めてＪ
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Ａさんに伺いましたところ、今後ももし可能であ

ればというような前向きな答弁もいただきました

ので、そういう厚意が続けば、そういうのはぜひ

本学としても協力をしてＰＲしていきたいなと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） こういうことがどんど

ん広がるということで名寄の食材のＰＲにもつな

がり、また名寄大学のＰＲにもつながるかなとい

うふうに思っていますので、ぜひとも地元産の食

材をたくさんみんなで、私も含めてなのですけれ

ども、食べて元気になって、またまちづくりに頑

張っていきたいというふうに思います。

以上です。ありがとうございます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 以上で川村幸栄議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域産業の活性化と人材育成について外２件を、

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして、大項目３

点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、地域産業の活性化と人

材育成についてお伺いをいたします。少子高齢化

と人口減少が進行する中、特に地方においては若

年人口の都市部への流出により地域経済の活力が

低下し、人口減少がより加速化するという状況に

置かれています。そのような状況は、当市におい

ても例外ではなく、人口減少にどう歯どめをかけ、

将来にわたって活気ある地域をつくっていくのか

ということが喫緊の課題となっています。そのた

めには、いわゆる生産年齢人口の増加、定着によ

る地域産業の活性化と持続的な発展が重要な要素

の一つであり、特に産業各分野において将来の地

域産業を支える人材を育成していくための施策の

推進や仕組みづくりが必要不可欠であると言えま

す。

小項目１点目、農業分野における人材育成につ

いてですが、当市の基幹産業である農業において

すぐれた担い手を育成するための施策や取り組み、

今後の人材育成の考え方について伺います。

２点目、商工業における人材育成についてであ

りますが、市内商工業においても後継者不足や人

手不足が大きな課題となっています。今後の市内

商工業における人材育成確保の取り組みについて

の考え方をお伺いいたします。

３点目、異業種連携による人材育成と産業の活

性化についてですが、産業各分野ごとの人材育成

の取り組みはもとより、異業種間の相互連携によ

る人材育成を含めた施策の充実が地域産業の活性

化につながるものと考えますが、今後の施策推進

の考え方についてお伺いをいたします。

続いて、大項目２点目、教育行政について、小

項目１、学校施設整備の今後の考え方についてお

伺いいたします。市内小中学校の施設においては、

築年数の経過による老朽化が著しく、なおかつ耐

震基準を満たしていない学校施設が複数あります

が、児童生徒の安心、安全な学校生活を担保する

ためにも整備に向けた早急な検討が求められてお

ります。今後の市内学校施設整備の考え方につい

て見解を伺います。

小項目２点目、市内高等学校の今後のあり方に

ついてお伺いをいたします。先般発表された今年

度の名寄市内の高等学校２校の最終出願状況は、

倍率が１を大きく下回る状況での定員割れという

大変厳しい結果となりました。中卒者数の減少や

生徒の進路選択の多様化等さまざまな要因がある

と思われますが、いずれにしても市内の高等学校、

高等教育のあり方を改めて検討する時期に来てい

るのは間違いありません。考え方についてお伺い
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をいたします。

大項目３点目、地域公共交通についてお伺いを

いたします。人口減少、高齢化社会の進行に対応

した地域の足としての公共交通による移動手段の

確保は、安心して快適に暮らせるまちづくりを進

めていく上で重要な課題となっています。地域公

共交通の現状と課題とあわせて今後の地域公共交

通のあり方について、それぞれ見解をお伺いいた

しまして、壇上からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目の２につきましては教育部長から、大項目の

３につきましては総務部長からそれぞれ答弁とな

りますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、地域産業の活性化と人

材育成について、小項目の１、農業分野における

人材育成について、小項目の２、商工業における

人材育成について、小項目の３、異業種連携によ

る人材育成と産業の活性化について、一括で申し

上げたいというふうに思います。

地域産業の活性化においては、議員が言われま

すように人材育成は不可欠であると考えています。

特に人口減少と高齢化が進み、人材確保が地域に

おける喫緊の課題とされている今、また社会が複

雑、高度化し、多様化する中で経済を担い、地域

を支える人材の育成、確保は極めて重要な課題と

捉えており、関係機関、団体と連携をしながら対

応を検討し、講じているところであります。

初めに、農業における人材育成についてであり

ますが、近年は年１０人を超える新規就農者があ

り、昨年も農業後継者を中心に１１人が就農し、

地域農業の明るい話題となってございます。これ

ら新規就農者を含めた若手農業者を地域農業の中

核を担う担い手として育成することが求められて

いますことから、平成２９年度における農業施策

の見直しにおきましては人材育成を重点に制度を

改正し、ＪＡとの協調により就農初期と経営継承

準備期に支援を行う制度として創設をしました農

業後継者支援事業につきましては有効に活用され、

営農意欲の喚起に貢献をしているところでありま

す。

また、農業青年の学習と交流の場であります名

寄市４Ｈクラブ、風連町アグリエイトクラブへの

活動支援、農村女性の活動を支援する農村女性活

動支援事業などの財政的支援、情報交換や人的ネ

ットワークづくりの機会として名寄市担い手交流

会を開催しているほか、産業まつりなどのイベン

トや検討会等への若手、女性農業者への参加、協

力の呼びかけ、委員職に加えまして今年度から新

たに農業青年を台湾に派遣するなど多くの人、さ

まざまな機会、多様な文化に触れることを通じて

人材育成に努めているところであります。

また、地域おこし協力隊、新規就農者への支援

制度は、市内で不足する担い手の確保、育成事業

として実施をしており、過去５年間で５件、９人

の方に新規参入をいただいてございます。

次に、商工業の人材育成についてでありますが、

経済情勢が大きく変化し、事業者数の減少や人材

不足が続く中、平成２８年度の名寄市中小企業振

興条例に基づきます商工業施策の見直しにおきま

しては意欲ある事業者への支援、人材育成に重き

を置き改正を行ったところです。意欲ある事業者

への支援では、新たに創業支援事業を創設し、本

年２月までに３件の実績があるほか、事業者ニー

ズに沿い要件の見直しを行った店舗支援事業など

では見直し以降２５件の実績となっています。ま

た、本年度創設した国との協調支援策であります

先端設備等導入計画の認定は５件となっているほ

か、物づくり補助金はここ５年で１７件が採択さ

れるなど、起業あるいは営業意欲の喚起につなが

り、商工業振興にも一定の成果があったものと考

えてございます。

また、人材育成においては人材確保養成事業の
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見直しを行い、事業所における人材育成の機会や

資格取得などを後押ししているほか、人材開発セ

ンターへの支援を通じて技術の向上や資格取得な

どの機会を確保してございます。さらに、先ほど

の農業分野と同様に各種イベントや検討会などへ

の若手、女性への参加、協力の呼びかけ、委員の

委嘱等を通じまして人材育成の機会となることを

期待しているところであります。

次に、異業種交流、連携による人材育成と産業

の活性化についてでありますが、経済効果を高め

る１つの方策として市内でも取り組まれているの

が基幹産業である農業から生産される農畜産物を

加工し、付加価値を高め、出荷をする６次産業化

あるいは農商工連携の取り組みです。取り組むも

ののかかわりの程度により呼び方は異なりますが、

生産から加工、流通まで多くの異業種が連携、協

力し、成り立つその姿は同様と受けとめておりま

す。

具体的には、民間事業者と農業団体が連携して

実施する事業が国の農商工等連携事業計画の認定

を受け、本市の日本一のモチ米を使用した商品開

発、販路拡大へ向けた取り組みを初め、野菜加工

の研究なども取り組まれているほか、イベントの

企画や観光、旅行商品の開発などでも異業種によ

る交流、連携が盛んに行われており、さきのなよ

ろ雪フェス会場におきましては農業と商工業に携

わる青年らが連携をし、餅を焼くコーナーを設け

て、餅のＰＲに合わせ来場者を楽しませ、にぎわ

いを生む取り組みが行われたところです。これら

の取り組みにつきましては、地域経済が厳しい中

にあって、新たな可能性を示すものであり、その

過程を通じて互いに知識やノウハウを共有し、人

格を高め、経済効果を発揮し、地域の活性化につ

ながるものと考えています。また、異なる業種が

集まっての意見交換や会議なども同様に、それぞ

れの知識と世界を広め、人と人とのつながり、い

わゆるネットワークの形成を通じて人材育成につ

ながるものと考えているところであります。

本市におきましても行政課題が複雑、多様化す

る中で業種を超えての施策検討や事業の連携、協

力がますます重要となっており、今後とも取り組

みを進めるとともに、行政推進に当たり業種の異

なる広範な市民の皆様にお集まりをいただき、御

提言や御意見など御協力をいただいておりますが、

これらの機会も異業種による交流、連携の場とし

て意識をしながら引き続き継続、拡大を図ってま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えをいたします。

まず、小項目１、学校施設整備の今後の考え方

について申し上げます。学校施設の整備につきま

しては、さきの佐藤議員からの代表質問でもお答

えいたしておりますので、簡潔に答弁をさせてい

ただきます。

市内小中学校の施設整備につきましては、児童

生徒が安心して学習でき、豊かな学校生活を送る

ためにこれまで学校施設の老朽化対策と耐震化を

推進してきましたが、いまだに国が示す耐震化率

１００％に達していない状況となっております。

当市で耐震基準を満たしていない学校は、名寄市

街地区の名寄中学校と名寄東中学校、そして智恵

文小学校の校舎となっています。学校施設は、子

供たちにとって１日の大半を過ごす学習の場であ

り、学校教育活動を実践するための基本的な教育

条件であるとともに、地震などの災害時において

は応急的な避難場所としての役割も担っておりま

す。今後の学校施設等の整備については、老朽化、

耐震化の必要性、危険校舎等の年次的な改築、改

修という視点からだけではなく、児童生徒数の推

移やあわせて市内道立高等学校２校の動向などさ

まざまな要因を加味し、効果的、効率的な規模と

配置に努め、後年に過大な負担を残さないという

観点も踏まえ、学校施設の整備を計画的に進める

必要があると考えております。
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次に、小項目２、市内高等学校の今後のあり方

について申し上げます。名寄市内の高校につきま

しては、人口減少や少子化の影響により中卒者数

は減少傾向にあり、定員割れが続いていることか

ら、平成３２年度に名寄産業高校の学科の転換に

よる１間口の減が予定されております。転換の内

容につきましては、現在酪農科学科、電子機械科、

建築システム科、生活文化科の４科ありますが、

電子機械科と建築システム科を機械建築システム

科に転換することが示されています。さらに、こ

れからの道教委による高校づくりに関する方針、

道内や名寄市内の経済や雇用情勢、生徒数の推移

や進路状況を調査、分析し、今後の名寄市内の高

等学校のあるべき姿について名寄市内高等学校在

り方検討会議で御意見をいただき、市としての方

向性をまとめ、道教委へ要望書を提出してきたと

ころでございます。

要望の内容としましては、１つには平成３２年

度の名寄産業高校の学科転換に当たり、電子機械

科と建築システム科が機械建築システム科に転換

することから、これまで取得できた各種資格を可

能な限り引き続き取得できるよう教育課程の工夫

をすること、存続する酪農科学科と生活文化科に

ついては魅力ある学科とするため、教育課程を創

意工夫し、中学生や保護者への情報発信に努める

ことを求めてきたところです。また、２つ目には

学区内の中卒者数の減少や定員割れが引き続き見

込まれることから、新たな展開として発展的に統

合し、両校の相乗効果を発揮させ、生徒が少なく

なっても魅力があり、選ばれる高校としていくた

め、平成３５年度を目途に名寄高校と名寄産業高

校を再編統合するよう要望をしてきたところでご

ざいます。今後においても子供たちの要望に沿っ

た学ぶ環境を維持することが必要であり、あわせ

てこの地域の産業を支えるための人材育成、進路

希望に沿った学習ができる環境を充実させるため

に名寄市内高等学校在り方検討会議等で御意見な

どをいただきながら道教委と協議を進めていきた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

地域公共交通について、小項目１、地域公共交通

の現状と課題についてお答えいたします。

地域公共交通につきましては、子供や学生、高

齢者など自動車免許を持たない方々の日常生活の

移動手段として必要不可欠なものであります。本

市の公共交通の現状といたしましては、鉄道路線

の宗谷本線を初め、名寄地区中心部を循環するコ

ミュニティバスなどが３系統、市内中心部と郊外

地区や周辺自治体を結ぶ路線バスとして風連線や

下川線などが８系統のほか、路線バス以外の交通

手段としてデマンドバス、地域医療バスなど地域

の実情に合わせた運行がされております。

また、高齢化社会に対応した利便性の高い公共

交通サービスの提供を目的に、コミュニティバス

については車両の低床化、医療、福祉を中心とし

た公共施設への路線確保、ダイヤ見直しなど平成

２８年度より新たな形態でバス運行をしていると

ころです。しかしながら、市内の一部地域では公

共交通を利用することが難しい地域も存在してお

り、その解消も継続した課題であります。また、

人口減少や自家用車の普及による公共交通利用者

の減少により公共交通維持に対する市の財政負担

も年々増加している状況となっております。

次に、小項目２、今後のあり方についてお答え

いたします。地域の生活基盤を守っていくために

公共交通網は大切な要素の一つであります。人口

減少や少子高齢化が進行する状況において、公共

交通の利用者も減少していきます。また、全国的

な課題でもあるバス運転手不足など本市のバス路

線を初めとする公共交通の維持が今後より困難な

状況になっていくことが想定されます。こうした

中、今後のまちづくりでは持続可能な都市経営を

可能とするコンパクトシティー化を進めていくこ

とが重要であり、医療、福祉施設、商業施設や居
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住等がまとまって立地し、高齢者を初めとする住

民が自家用車に過度に頼ることなく医療、福祉施

設などの生活拠点へアクセスするために公共交通

の役割は大変重要となっています。市内全体の交

通手段を連携させ、効率性、利便性の高い公共交

通体系を整備する必要があることから、現在名寄

市の公共交通の指針となる名寄市地域公共交通網

形成計画を策定しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれお答えをい

ただきましたので、順次再度お伺いをしていきた

いと思います。

まず、１番目の地域農業の活性化と人材育成に

ついてということであります。冒頭申し上げたよ

うにまちの活性化、特に産業の活性化にはやはり

人材育成が大事だということで申し上げさせてい

ただきまして、それぞれ大きく農業分野、商工業

ということでお答えいただきましたが、多少人材

育成という部分でありますので、多少２番目にあ

る教育の部分も若干関連してくるかもしれません

ので、若干行き来する部分あるかもしれませんが、

御容赦いただきたいと思います。

まず、農業分野における人材育成についてとい

うことでお答えをいただきまして、２９年度から

支援事業を拡充した中での取り組みですとか、ま

たそれぞれ特に若い担い手に対する支援策を充実

させてきているということでのお答えがあったと

ころであります。今の段階、平成３０年度、年度

のまだ終わっていませんので、途中でありますけ

れども、新規就農者支援事業、また農業後継者支

援事業、今年度、平成３０年度どのような状況で

利用されているのか、今の段階でわかる範囲で結

構でありますので、お答えをいただければという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今質問をいただいた

担い手施策のことしの見込みということでお話を

させていただきたいと思いますが、先ほど申し上

げた就農初期もしくは経営継承準備期における研

修生産支援の事業については、平成３０年度で就

農初期の件数で８件、金額ベースでいくと３８０

万円ぐらいとなっております。また、経営継承準

備期については２件となっておりまして、２００

万円程度支出というふうになっているということ

で御理解をいただければと思います。

また、同じように免許取得の支援事業などもや

らせていただいておりますけれども、これが７件

ということでなってございます。おおむね予算計

上している分が執行されるような見込みになって

おりますし、これについては農協に協調していた

だいて応分の負担をいただいているということで

申し添えさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ今年度、今

の段階での状況をお答えいただきました。就農初

期の助成金が昨年度より件数がふえているという

中で、トータル的には引き続きいい形で利用をし

ていただいているのだというふうに捉えていいの

だというふうに思います。引き続き周知も含めて、

当然たくさんの若い担い手の方に使っていただい

ていますので、今後も引き続き有効に利用してい

ただけるようなまた体制を引き続きとっていただ

きたいというふうに思います。３０年度中途の段

階で昨年度より件数等伸びていますので、取り組

みとしては今のところ順調に推移しているのだな

というふうに思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

若い担い手の方、特に新規就農者に対しての今

年度からだったと思いますけれども、ＪＡさんと

普及センターさんと連携した中での支援チームに

よる新規就農者に対する巡回指導を今年度から取

り組んでいられるというふうに思います。特に農

業と農村地域に精通した集落支援員の方を配置し

て、このような形で新規で就農した方への支援の

体制が整って今取り組んでいられるのだというふ
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うに思いますが、今年度そのあたりの取り組みの

状況等について教えていただければというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここは、担い手の中

でも特に新規の方を対象に取り組みをさせていた

だいているということです。議員が言われるよう

に、市はもとよりでありますけれども、市の中の

振興センターあるいは農協の営農サイド、さらに

は普及センターにも加わっていただいて、今年度

より新たに実施をした集落支援の方にも御協力を

いただきながらこの取り組みをさせていただいて

いるということであります。おおむね就農後５年

をめどに濃密に支援をさせていただくということ

で取り組みをさせていただいているところであり

まして、チームそのものは頻繁に集まって打ち合

わせをさせていただいておりますし、チームとし

ても二月に１遍程度はそれぞれの農家さんを回ら

せていただいて状況を伺い、さらには必要な助言

などをさせていただいているところであります。

中には、やはり随分一本立ちに近い方もいて、も

うそろそろ支援は必要ではないのではないかとい

ううれしい状況なんかもうかがえているところも

ありますので、ここは引き続きチームの中でしっ

かりと情報を共有しながら、さらには連携しなが

ら引き続き取り組みを進めさせていただきたいと、

このように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今お答えをいただき

ましたけれども、非常にいい形で進んでいるとい

うことなのだというふうに思います。このあたり

のことが何よりも大事なことかなというふうに思

います。新規就農者と言っても本当に新規で参入

した方ですとか、また新規学卒の方、そしてＵタ

ーンですよね。私もＵターンの部類に大分、もう

十何年もたっていますけれども、それぞれに巡回

指導をしていただいているということなのだとい

うふうに思います。

特に新規参入の方については、やはり経営が安

定するまでには、何年もしないうちにもう今ひと

り立ちまで近いような状況になった方もいるとい

うお話もありましたけれども、特に真っさらな状

態で新規で参入した方というのは、なかなか経営

が安定するまでに時間がかかるという部分もあり

ますので、そういう方に対しても、５年をめどに

ということでありましたけれども、その年数にと

らわれずに、ぜひそのあたりは柔軟に対応をして

いっていただければというふうに思います。

そういったサポートという部分が手厚いという

ことも今後の新規参入者の……なかなかこれはふ

えないというのは、ちょっと状況としてはいろい

ろな要素もありますし、今年度はゼロということ

で、毎年２人から１人ということで、そう多くは

ありませんけれども、少しでもそういう体制が整

っているということに関していえば、今後名寄の

地で就農をしてみたいという方のまたきっかけに

もなるのかなというふうに思いますので、そのよ

うな体制をより拡充した中で取り組んでいってい

ただきたいなというふうに思いますが、そのあた

りの考えについて改めてちょっとお答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど山田議員から

も生産年齢人口が減少しているという話がありま

して、市内にいる方だけではその担い手を確保し

ていくのがやはり厳しい部分がありますので、そ

ういった意味では多様な人にやはり参入をいただ

いて、農業なり、あるいは商工業も含めて担って

いただくというのが今後の１つの姿なのかなとい

うふうに思っています。残念ながら３０年度につ

いては、新規参入はありませんでしたけれども、

２４年度以降、２５年はおりませんでしたけれど

も、毎年１名なり２名の方が新規参入をいただい

ている、農業についてはいただいているという状

況もありますので、地域おこし協力隊あるいは移

住施策なども含めて新たな担い手の確保に向けて
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今後とも努力をさせていただきたいと考えており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった部分は、

特にまた人という部分がやっぱり大きいのだとい

うふうに思います。以前もお話ししたことあるか

もしれませんけれども、この地に就農して何年に

もなる方ですけれども、名寄に決めたきっかけと

いうのはその当時の担当者のやっぱり熱意であっ

たということを今でもおっしゃいますので、そう

いう体制が整いつつあると思いますし、今やって

いる取り組みをぜひ継続して、またより拡大をさ

せて充実していっていただけるように改めてお願

いを申し上げておきたいというふうに思います。

さまざまな若い担い手に対しての支援があると

いう中で、これは毎度毎度ということにちょっと

なってしまうかもしれませんけれども、いろいろ

研修会等も実施を、青年団体が主体的にというの

もありますし、それを行政がサポートしていると

いう部分もありますけれども、法人化に向けての

いろいろな研修会、勉強会なんかも開催をされて

いるのだというふうに思います。法人化、この地

域の農業を組織として守っていくという側面だけ

ではなくて、やっぱり人材を育成していく。特に

先ほどの新規参入という部分では、農外からやは

り農業という職業につきたいという方のニーズを

も満たせる可能性もありますし、その中で農業に

かかわって経営感覚を養いつつ、独立就農という

道も開けてくるのだというふうに思います。

法人化に向けてということであれば、ここ１年、

２年でそこがしっかりと確立するというのはなか

なか難しいし、時間はかかるのだというふうに思

いますけれども、そのあたりは将来を見据えた中

で地道に一つ一つ積み上げる取り組みが必要では

ないかなというふうに考えておりますけれども、

そのあたりの考え方についてお答えをいただけれ

ばというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 法人化についてとい

うことでありますが、ここは畜産農家においては

元来規模が大きいところがありますし、今外圧に

向けてということで畜産クラスター事業などを活

用しながら規模を拡大しているところがあります

ので、ここについては法人化が一定程度進んでき

ているという状況にあります。しかしながら、耕

種農家についてはなかなか進まないという状況に

ありますけれども、やはり今後の経営の規模拡大

であるだとか、あるいは多角化などもあると思い

ますし、あるいは働いている人の労働条件という

のでしょうか、その辺の整備も含めて考えていっ

たときには法人化というのも一つの方策だという

ふうにあります。最終的に判断をするのは、あく

までも経営者の皆さんかと思いますけれども、私

どもとするとやはりそこのしっかりとした情報提

供をして、取り組みたいときについては私どもだ

けではなく、関係機関、団体も含めて支援できる

体制を整備をさせていただきたいというふうに考

えておりますので、御理解をいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） やはり若い方を中心

に将来の地域のあり方を、それが最終的に法人化

なのかどうかは別としましても、やはり考えるき

っかけにもなるのだというふうに思いますし、特

に生産年齢人口、若い方がこの地に定着するとい

うことと、やはりそういった法人化の可能性、組

織経営の可能性というのはリタイアされた方の働

き口という部分で、外に出ていくことも抑制でき

るという効果ももしかしたらあるのかもしれませ

んし、そんな取り組みもなかなかすぐに結果が、

ここは時間がかかるかもしれませんけれども、引

き続きの取り組みをよろしくお願いしたいという

ふうに思います。

商工業に関する部分であります。中小企業振興

条例に基づく支援策というのがたくさん行われて

いるということで、特に多く利用していただいて
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いる事業等もあるというお話をいただきました。

特に商工業については、これは若い方だけではな

いのでしょうけれども、人材不足という部分がや

はり非常に今大きな課題ということで、業界の方

も非常に頭を悩ませているという状況なのだとい

うふうに思います。

ちょっと教育という部分にも若干関係してくる

かもしれませんけれども、先ほど中小企業振興条

例の中での支援策の資格取得というお話が若干あ

りましたけれども、高校生の資格取得支援事業と

いうものも別枠であるのだというふうに思います。

市内の高校生の今年度の資格取得支援事業の活用

状況についてわかったら、今の段階での数値等を

把握していればお答えいただけますでしょうか。

そこまでわからないかな。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 高校生の資格取得事

業については、学校教育課で主務でやっておりま

すから、私のほうから御報告をさせていただきた

いと思いますけれども、２９年度実績で百六十何

件ございました。ことしもおおむね同じような件

数で推移をしております。詳しくは、予算委員会

等で御質問をいただければと思います。よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） では、改めてそこは

詳しくは予算委員会のほうでやらせてもらいたい

と思いますが、昨年と大体同じぐらいの事業の活

用があったというお話だったかと思いますが、特

に高校生、高校のあり方という部分にも若干絡ん

でくるかもしれませんけれども、特色ある産業高

校で特色ある教育、専門的なやっぱり技能、資格

を取得するための学科があるという中では、せっ

かく取っていただいた資格をこれはやはりできる

だけ、全てというふうにはならないかと思います

けれども、できるだけ地元の企業で受け皿として

受け入れられる体制というのがやはり今後必要に

なってくるのかなというふうに思います。

実は、私のおいっ子も産業高校をこの春卒業を

しまして、建築の関係なのですけれども、少し前

は地元で働きたいということも言っていたのです

けれども、結局旭川の企業に就職することになっ

たというちょっと残念な状況、それは仕方ないの

かなとも思いますけれども、若いうちはまた外へ

出ていろんな広い社会、世界で経験を積むという

のも非常に大事なことだと思いますけれども、少

しでも地元の企業にそういった若い専門的な技能、

技術、資格を持った方がやっぱり定着するという

ような取り組みもこれは学校とも連携をした中で

必要になってくるのかなというふうに思っており

ます。そういった部分で、今年度まだ最終的にと

いうことではありませんけれども、地元企業への

就職というのは市内の高校生、就職する方でどの

ぐらいの割合になっているのかという把握はどの

程度されていますでしょうか。わからないかな。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ちょっと今資料のほ

うを持ち合わせていないものですから、また後ほ

どお知らせさせていただくということでよろしい

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。多分

外に出ていく子供のほうが多いのかなというふう

には思うのですけれども、今後少しでも地元に定

着していただけるためのやっぱり施策、またこれ

は学校側ともしっかりと連携した中で取り組みが

必要だというふうに思いますけれども、そのあた

りの考え方についてお答えをいただきたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 地元就職の取り組み

というところでいきますと、例えば我々行政でも

そうですけれども、学生さんに実際に職業体験を

していただくということをさせていただいている

部分もありますし、あるいはこれはＪＣさんだっ

たと思いますけれども、１つの取り組みとして職
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業体験をするというイベントもやられておりまし

て、地元の職業を知っていただく、体験していた

だくという取り組みがいろいろな団体で取り組ま

れているということで御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれの団体の取

り組みもいろいろとその辺はあるのだというふう

に思います。より取り組みが広がるように、また

行政側からも支援をしていただきたいと思います

し、ぜひ学校側ともしっかりと連携して何かでき

ることはないかという部分も含めて、そこら辺は

結構難しくて、やっぱり外に出たいという子供た

ちのそういった可能性をも摘んでしまいたくもな

いという側面とやっぱり地元に残ってほしいとい

う部分もありますので、ニーズ等も今は子供たち

も多様化している部分もありますけれども、やっ

ぱりそういう部分は、またそれも教育の中での積

み重ねなのだというふうに思います。やっぱり地

元に就職したいという子供に結果的に育っていた

だければいいし、それはもう小、中、高、そうい

った部分、キャリア教育も含めた連携というのも

大事になってくるのだというふうに思いますので、

そういった取り組みも今後拡大をしていっていた

だきたいというふうにお願いをしておきたいと思

います。

異業種連携の関係で、これは人材育成にかかわ

らず、そういった異業種が連携することによるよ

り一層の産業の活性化という側面もありますので、

１つ以前にも少しお話をさせていただいた部分、

農福連携の関係です。先般も研修会、セミナーの

ような形で行われまして、私も参加をさせていた

だきました。その中では、やっぱり農業と福祉、

異業種が連携する中で、最終的には地域の産業の

活性化につなげることが目的なのだということで

講師の方もこうおっしゃって、私も本当にそのと

おりだというふうに思います。

そういった取り組みを進める中でも、そこに携

わる人材を育成するという部分も非常に、その取

り組みを進めるのと同時に必要になってくるのだ

というふうに思います。特に農福連携であれば、

それをコーディネートをするいわゆる農福連携コ

ーディネーターという人材の育成がやはりこれは

地域で必要だということでありますので、これも

一つ一つなかなか急に農福連携の取り組みが大き

くというのは、本当にこれも一つ一つの積み重ね

だと思いますけれども、それと並行してそれに携

わる人材をどう育成していくか、どう確保してい

くかという部分も非常にこれは農業の分野からで

もいいでしょうし、福祉の分野からでもいいのだ

というふうに思いますけれども、取り組みの推進

と一緒にそこら辺の人材の育成も必要になってく

るのだというふうに思いますが、そのあたりの考

え方について考えがあればお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われるよう

に農福連携を進める上では、そこのコーディネー

トをする人が、そういう存在が必要なのだという

ふうに、そこの重要性については私どもも理解を

しているところでありますが、今は議員がこの間

研修会にも参加をいただいたということでありま

すけれども、そういったところの研修会等を通じ

ながら広く農業サイド、さらには農業サイドには

福祉サイドのことを理解してもらう、福祉サイド

には農業のことを理解してもらうということで進

めていますし、関係機関の人にもそこには参加を

いただいていますので、そういった人たちがある

意味ではそこのコーディネートをする役割も今後

担っていただけるかというふうに思いますし、そ

れを越えての人材についてはまた改めて検討をさ

せていただければと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 先ほどのお答えにも

ありましたけれども、意見交換とそういった研修
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会等も含めてネットワークの形成が大事だという

ことで部長からも御答弁をいただいています。そ

ういった機会をたくさんつくっていただくことが

より異業種の連携が進んでいくのだというふうに

思いますので、引き続きの取り組みをお願いをい

たしたいというふうに思います。

教育行政にかかわってですが、学校施設整備の

考え方についてということでありますけれども、

先般の代表質問等でもありましたけれども、市街

地の学校についての考え方ということでやりとり

があったかと思いますが、私のほうでは郊外地区、

郊外農村地区の智恵文小学校の校舎にかかわるこ

とに関しましてなのですが、昨年１２月２７日に

地域のＰＴＡを中心に町内会も含めた７団体代表

者連名ということで、智恵文小学校校舎にかかわ

る要望書というものを加藤市長、小野教育長宛て

に提出をさせていただきました。築年数が４２年、

平成３０年現在でたっているという中での老朽化

が進行していると、また当然耐震基準を満たして

いないという部分でも一日も早い児童の安全な学

習環境を保障するため、一日でも早い小中一体型

の校舎の改築を希望したいということでの要望を

地域の総意として提出をさせていただきました。

この提出からもう２カ月、３カ月ちょっとたつと

ころでありますけれども、この要望書、地域から

の総意ということで提出されたことに対する今後

の考え方という部分でお伺いをしておきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ただいま山田議員か

らお話があったとおり、昨年１２月２７日に智恵

文地区の各団体の代表者の方から要望をいただい

ております。

要望内容につきましては、やはり智恵文小学校

のほうの校舎が築４２年たっている、旧耐震基準

ということもありますし、実は体育館も耐震化と

いうか、５６年以降に建築されているのですけれ

ども、雨漏り等がするというような状況も把握は

しております。地域からも今後小中一貫校を進め

るということもありますので、そのような施設整

備をしていただきたいという御要望だったのです

けれども、教育委員会といたしましてはこの智恵

文小学校につきましても名寄中学校、東中学校と

同様に中期計画の間で方向性を出していかなけれ

ばならない施設ということで考えておりますし、

当然今後の智恵文地区の児童生徒数の推移ですと

か、その辺も加味しながら小中一貫教育に向けて、

小中学校をどのような形といいましょうか、必要

とされる整備、どのような整備が必要なのかとか、

また地域の皆さんの憩いの場ということにもなる

と思いますので、地域の方々の活用しやすい学校

施設というのはどうあるべきかというようなこと

も含めて、幸い智恵文小中学校につきましては学

校運営協議会が既に設立をさせていただいていま

すので、その協議会等の方々と意見交換をしなが

ら今後のあり方について検討していきたいなとい

うふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今お答えをいただき

ましたけれども、学校運営協議会と意見交換をし

ていくということでお答えをいただきましたけれ

ども、もう次の年度が４月からになりますけれど

も、新年度以降そういった形で学校運営協議会を

中心とした地域と協議をしていただけるというこ

とでそこら辺は捉えてよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 新年度から早速検討

をさせていただければというふうに思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ありがとうございま

す。そういう形で、地域としてはそこら辺、中心

になるのは学校運営協議会だというふうに思いま

すけれども、行政と地域の意向等も含めて、やは

りまず協議をする場というのにもうすぐ入ってい

きたいという要望もありましたので、そういう形
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で協議をぜひ新年度、早い段階でお願いしたいと

思いますし、当然予算等も関係してくる中だとは

思うのですけれども、地域としてはやはり一年で

も早い実現に向けて、行政側との協議は当然あり

ますし、財源等の問題も出てくるかと思いますけ

れども、一年でも一日でも早い実現に向けて協議

を始めていきたいという意向もありますので、例

えば年度途中でそういった予算措置等必要になっ

た場合にはやっぱりできれば、その１年、２年で

どこまで進むというのは、なかなか今の段階では

判断できないかと思いますけれども、当然年度途

中であれば補正予算の対応等々も含めた中で検討

していっていただけるのかどうか、そこら辺をお

答えいただければありがたいなというふうに思い

ますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市内の小中学校、この２

月に閉校式が行われて、風連の下多寄小学校が３

月で閉校になると。中央小学校に風連地区は全て

１つに、一本化になって新しい学校になったとい

うことで、小学校で耐震されていないのが新年度

以降は智恵文小学校だけということになります。

中学校２校、３つ残っているということですけれ

ども、築年数からいくと一番古いのが智恵文小学

校ということなので、優先順位は非常に高いとい

うふうに思っているところでございます。あとは、

教育的な観点と地域の議論がしっかりとなされる

ということが重要だというふうに思いますので、

新年度以降しっかりと地域の皆さんと協議をさせ

ていただく中で必要な措置をしていくということ

になろうかというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。ぜひ

新年度以降よろしくお願いします。地域としては、

準備は整っていると思いますので、いずれにして

も単純に老朽化した学校施設だから、それを何と

かするのだということではなくて、やっぱり地域

としてはどういう地域をこれからつくっていって、

どういう子供たちを育てたいかという視点でやっ

ぱり施設について検討をしていくということであ

ります。これは、市街地の中学校２校等も含めて、

やっぱり常にそういう視点を持っていただいた中

で検討、協議していただきたいと思いますし、そ

のことについては特に郊外農村地区、智恵文小学

校のことについてはそういう形でよろしくお願い

したいと思います。

高校の関係ですけれども、本当に大変な状況に

なっているなというふうに思います。市内２校、

募集定員が３２０名の中で実際は１６８名、平均

すると ５倍ですから、これは現実的にはやっぱ

りもう生徒数自体が減ってきているというのも要

因にあるのだというふうに思います。今後の推計

を見た中でもふえていくという要素はほとんど見

当たらない。平成３４年に若干微増、市内の中卒

者数が微増しますけれども、それ以降はやっぱり

本当に１００人台まで落ち込む、１８０人台まで

落ち込むということなので、これはそもそももう

２校でそれぞれの今までの間口を維持していこう

ということがやっぱり限界に来ているのかなとい

うふうに私自身は捉えていますし、そういったお

答えだったのだというふうに思います。もう既に

３５年度をめどに道教委にも市としての方向性を

要望しているということでありますので、引き続

き在り方検討会議の中でもそのことは議論される

のだというふうに思いますので、これも同様にそ

れぞれ、特に産業高校は専門的なそういった資格

ですとか技術を身につける学科、また名寄高校に

関しては進学という部分も、当然就職等もありま

すけれども、進学を希望する子の受け皿になって

いるという部分もありますので、それぞれの学校

の特色をより生かしつつ、発展的に市としての方

向性を積極的に道教委にこれは逆に要望するとい

う形で進めていっていただきたいというふうにお

願いをしておきたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。
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最後ですが、地域公共交通についてということ

であります。これもちょっと郊外農村地区の状況、

市街地区はコミュニティバスですとか、いろいろ

とある程度空白地帯がない中でうまく回っている

部分もあるのかなというふうに思いますけれども、

郊外農村地区の状況についてはなかなかこれが、

特に面積が非常に広いという部分もありまして、

これは地区内だけでの移動手段も課題になってき

ているという現状があります。

私のおります地域が昨年、町内会が１つになっ

たということもありまして、できるだけ行事等も

１つに集約していこうという今方向で動いている

中では、一番問題になってくるのが交通のいわゆ

る足の確保なのです。今は、それぞれの地域、今

まであった町内会、小さい単位ですけれども、町

内会であった活動を尊重しつつも１つに結びつけ

ていく、１つにしていくという中では、やっぱり

地域内での足の確保をどうするのだという今課題

が出てきています。当然これは、我々の地域の中

で何とか若い人を中心に、特に敬老会なんかは町

内会長さんを中心に対象者の方を送り迎えして、

中心のセンターまで来ていただいて、また送り届

けるという形にさせていただいていますけれども、

いろんな行事を１つに集約していく中で、それも

全ては無理だろうという中では、やっぱり少し行

政側の支援も受けながら何とかならないものかと

いう部分で、今地域はスクールバスと同様、それ

を医療バスとして週３回、市内の病院まで医療バ

スとして出していただいたりですとか、もう少し

そのあたりの……これは当然わかります。スクー

ルバスであるがゆえ、なかなかほかの用途での利

用が難しいという側面もあるのかもしれませんけ

れども、もう少し地域の実情に応じた中での効率

的、また柔軟にそういった対応ができないものか

というような地域からの声もあるのですが、その

あたりのこの考え方についてお答えがあればお伺

いをしておきたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員がおっしゃら

れたとおり、現状スクールバスの利用ということ

でございまして、あくまでも学校を中心とするバ

スでございますので、なかなかそこは難しいのか

なというふうに思っています。

今議員がお話のとおり、智恵文は町内会１０個

が１つになったということで、従前とはまた違う

行事のやり方ですとか、そういうことで地域内で

皆さんにいろいろと御苦労をいただきながら町内

会行事を実施されているのだというふうに思って

います。ぜひそこは、地域の皆さんでもう少し具

体的にどのような、行政が全面的に負担をすると

いうことではなくて、少し地域から要望があれば、

具体的に何かお話をいただければというふうに思

っていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 無理だとわかりなが

らもお伺いしてみたのですが、地域としても地域

でやれることはやっていこうという考えに間違い

はありません。そういう中で、いろんな相談にも

乗っていただきたいし、何かほかに方策がないの

か。行政の力だけではなくて、うまく民間の事業

者さんも使えないのかという部分も考えていきた

いと思いますので、そういった部分でまたそのあ

たりはいろいろと協議させていただきながら、特

にこれは郊外地区から市街地に来るだけの交通手

段ということではなくて、地域内の交通、その足

の確保というのも郊外農村地区では課題になって

いるという部分をまずは御認識はいただきたいな

というふうに思います。またの機会にいろいろと

御相談も含めて議論をさせていただきたいと思い

ます。

以上で終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

ＪＲ宗谷本線の存続に向けて外３件を、奥村英

俊議員。
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〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問をしたいというふうに

思います。

まず最初に、ＪＲ宗谷本線の存続について伺い

ます。市政執行方針にも触れられていますが、宗

谷本線の維持、存続に向けて議論されているこの

間の宗谷本線活性化協議会の議論経過と宗谷線ア

クションプランの内容についてお知らせください。

次に、学童保育所の運営について伺います。名

寄市における学童保育所の設置については、小学

校校区内での放課後児童施設の設置が必要という

新名寄市総合計画に基づいて平成２８年に名寄市

東児童クラブが開設され、公設３カ所、民営運営

２カ所の設置と認識していますが、その運営状況

と職員の配置状況について伺います。

次に、水道事業について伺います。名寄市にお

いては、安全、安心な水道水の安定供給に努力さ

れていますが、安定供給と今後の水道事業の維持

のためにこの４月から水道料金改定が実施されま

すが、市民の皆さんへの周知と市民生活への影響

について伺います。

最後に、名寄市の除排雪について伺います。こ

の件については、昨年も同様に取り上げたところ

ですが、所管の経済建設常任委員会の委員長とし

て委員会で調査研究の課題として取り上げ、６人

の委員の皆さんと一緒にまとめ上げた内容に責任

を持つ立場で伺いたいというふうに思います。３

月４日に開催した委員会でも報告をいただいてい

ますが、２月末で降雪量は例年の約８割、ここ最

近は積雪も随分減り、現在の積雪深は７２センチ

メートルとすぐそこまで春が来ているように感じ

るところですが、今シーズンの除排雪にかかわる

特徴的な状況、対応について伺い、壇上からの質

問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま奥村議員から大

項目４点にわたっての御質問をいただきました。

大項目１を私から、大項目２は教育部長、大項目

３は上下水道室長、大項目４は建設水道部長から

それぞれ答弁をさせていただきます。

私からは、大項目１、ＪＲ宗谷本線の存続に向

けて、小項目１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続に向

けた取り組みについてお答えをいたします。ＪＲ

宗谷本線に関する昨年末からの議論経過につきま

しては、昨年１１月２日に北海道主催のＪＲ北海

道の事業範囲の見直しに係る地域合同説明会が開

催をされまして、この間のＪＲ北海道の事業範囲

の見直しに係る関係者会議、いわゆる６者会議の

開催結果及びＪＲ北海道の５年間の収支見通し、

線区別事業計画の策定について、それぞれ説明並

びに意見交換が行われたところでございます。１

１月２５日には、宗谷本線活性化推進協議会を開

催をいたしまして、アクションプランの策定に係

るＪＲ北海道からの説明を受けたほか、協議会の

幹事会からさらに利用されるダイヤの構築研究の

取りまとめの結果及びＪＲ北海道との駅舎の維持

管理及び踏切についての意見交換状況の結果につ

いて報告を行いました。

次に、アクションプランの策定経過につきまし

ては、ＪＲ北海道主催の宗谷線アクションプラン

策定検討会議が昨年１２月から３回にわたって開

催をされておりまして、宗谷本線の維持活性化を

目的として利用促進の具体的な取り組みや経費節

減に向けた取り組み、今後検討していく内容など

についてＪＲ北海道と沿線自治体、経済団体、北

海道などと議論を重ねております。このアクショ

ンプランの案につきましては、３月２日に開催を

されました宗谷本線活性化推進協議会におきまし

てＪＲ北海道から内容の説明が行われておりまし

て、本年３月下旬の公表に向けて調整作業が行わ

れているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

学童保育所の運営についてお答えをいたします。

小項目１、施設運営の充実と環境整備について

申し上げます。学童保育所は、就労などにより放
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課後等の時間帯に保護者が不在となる家庭を対象

に、遊びや生活の場として児童の安全な居場所を

提供し、その健全な育成を図るとともに、保護者

の仕事と子育ての支援を目的に運営をしておりま

す。また、少子化や核家族化、保護者の就労形態

の多様化などを背景に、学童保育の役割は重要な

ものとなっており、市では小規模校を除く全ての

小学校区に公設児童クラブ３カ所と民間学童保育

所２カ所を配置しております。

公設児童クラブは、南小学校区、東小学校区、

風連中央小学校区にそれぞれ設置しております。

民間学童保育所は、名寄小学校区に学童保育所コ

ロポックル、西小学校区に一般社団法人どろんこ

はうす学童すまいるがあり、早朝保育や延長保育、

夜間保育など多様なニーズに対応した保育運営を

実施しております。

２月末における南児童クラブの児童数は１０３

名で児童支援員は１３名、東児童クラブの児童数

は３８名で児童支援員は６名、風連児童クラブの

児童数は３７名で児童支援員は６名、学童保育所

コロポックルの児童数は３４名で児童支援員は５

名、どろんこはうす学童すまいるの児童数は３２

名で児童支援員は７名となってございます。児童

支援員は、保育士や幼稚園、学校教諭の有資格者

のほかに平成２７年度から新たな有資格者となる

放課後児童支援員を確保するため、道で実施して

いる放課後児童支援員資格取得研修を順次受講し、

現在公設、民設合わせて２２名の有資格者を含む

３７名の児童支援員がシフト制で勤務をしており

ます。今後もさまざまな研修の場を確保しながら、

児童を取り巻く環境が変化する中で必要な知識や

技術の習得など質の向上に努めながら職員体制の

充実を図っていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 私からは、大項

目３、安全、安心な水道水の安定供給について、

小項目１、水道事業の適正な運営と水道法改正に

ついてお答えいたします。

水道事業は、安定的な水供給と水質の向上を実

現するため、経営の効率化及び健全化を目指し、

平成２９年度に中長期的な経営の基本計画として

経営戦略を策定し、事業を進めているところでご

ざいます。この間、人口の減少傾向や節水意識の

高まりにより給水収益が減少し、収支の均衡を図

るため継続的にコスト削減などの努力を行ってま

いりましたが、老朽化する施設や管路の維持管理

を安定的に実施するための経費や更新費用を一定

程度見込む必要があり、現行の水道料金水準では

資金不足が見込まれることから、本年４月より料

金を改定することとさせていただきました。今回

の料金改定を行うことで負担を次世代に先送りす

ることなく、安全な施設整備を有し、安定した持

続的な事業経営につなげることができると考えて

おります。

料金改定の水道使用者への周知等につきまして

は、今回の料金改定にかかわってわかりやすい説

明を心がけ、多くの市民の皆様に御理解いただけ

るよう広報紙への掲載や市民説明会などの開催を

検討し、実施しております。広報紙の活用といた

しましては、広報なよろの本年１月号から４月号

までに料金改定額や水道事業の経営状況、施設設

備の更新の考え方等を掲載しているところであり、

同じ内容を市のホームページにも掲載しておりま

す。また、一般家庭を対象とした市民説明会を１

月から２月にかけ４回、地域から御依頼のあった

出前トークを１回開催し、改定の概要や現状と課

題、今後の経営状況について説明いたしました。

企業や営業者等が中心となる水道メーター口径２

５ミリメートル以上の大口需要家に向けては、対

象の２１２事業所を個別に訪問し、改定概要の説

明と事業所ごとの昨年の使用実績をもとに改定後

の料金を再計算した資料を作成し、説明をさせて

いただいたところでございます。市民説明会や事

業所訪問では、漏水の減少へ向けて老朽管工事の

徹底について、自衛隊への給水とその収益につい
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て、負担を後年に先送りさせないための定期的な

改定の必要性、緑丘浄水場から風連地区への送水

時期について、また今回は改定いたしませんが、

下水道の老朽化への御心配や料金体系についての

御質問、御意見をいただき、それぞれ回答させて

いただいたところでございます。

なお、今後の周知につきましては、４月の水道

メーター検針時に検針のお知らせ表とともにチラ

シを配布する考えでございます。今回の料金改定

は、市民の皆様にとって大変な御負担となります。

水道経営を取り巻く状況は大変厳しいですが、今

後も市民の皆様の御理解をいただきながら、水道

の安定供給を維持するために健全な経営に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

らは大項目４、名寄市の除排雪について、小項目

１、今年度の状況を踏まえた今後の課題について

お答えさせていただきます。

今年度の除排雪の特徴としましては、２月末時

点の降雪量については平年値や昨年度の値が約７

メートルに対し、今年度は約６メートルとやや少

な目であり、２月末までの市街地と郊外地を合わ

せた除雪出動回数については、昨年度が名寄地区

８５回、風連地区１２８回に対し、今年度は名寄

地区６７回、風連地区１０１回と約８割の出動状

況となっております。また、例年２月中旬に完了

している生活道路の排雪についても吹雪による作

業中止が少なく、順調に作業ができたことから２

月１日に完了し、昨年度より１０日間ほど短い稼

働状況となっております。幹線道路の排雪につい

ては、３週目を完了しており、今後は雪解けを視

野に入れ、交差点のカット排雪などを適宜実施し

てまいります。

除雪機械の更新としまして、平成６年度に購入

した除雪グレーダーを名寄演習場等周辺除雪施設

設置助成事業により昨年度に引き続き更新するこ

とにより機械力の向上とともに、除排雪作業の効

率化を図ってきております。

また、都市整備課所管の道路センターによる直

営作業につきましては、平成２９年度に北海道か

ら購入した除雪機械を本年度はシーズン当初から

フル回転で使用しており、委託業務だけでは対応

が難しい道路の拡幅除雪やカット排雪、交差点の

カット排雪を実施するとともに、つるつる路面に

よる危険箇所への砂引きについても効率よく実施

できたものと認識しております。

また、西１６条南９丁目に新しく市民雪堆積場

を整備し、１２月から市民の皆様が運搬した雪を

受け入れておりましたが、２月５日には予定され

ていた搬入量を超えたため閉鎖したところです。

当該堆積場は、面積は小さいものの市街地にある

利用しやすい堆積場として、今後も市民の皆様に

とってより活用しやすいものとなるよう、その運

用について研究してまいります。

今シーズンは、少雪に伴い雪解けも早く、路線

によっては舗装路面が露出しております。今後は、

舗装の破損による段差や凍上による路面の隆起へ

の対応が必要になりますことから、細やかなパト

ロールや市民からの御連絡により危険性が確認で

きた場合には速やかに対応してまいりたいと考え

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ答弁をいただ

きました。

最初に、ＪＲ宗谷本線の関係について再質問し

ていきたいというふうに思います。市長からも答

弁いただきましたけれども、なかなか内容が詳し

く伝わらないというか、まだ公表できないものも

あるということだったというふうに思います。３

月２日の協議会での宗谷線アクションプランの公

表、３月末と今言いましたようですけれども、も

う少し今後の展望、それからスケジュール感、そ

して維持、存続に向けた具体的な取り組みについ
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てお知らせをいただければというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今後の具体的な展望とい

うことでしたけれども、北海道が昨年３月に策定

いたしました北海道交通政策総合指針におきまし

て、北海道はＪＲ北海道に対して経営努力の徹底、

そして経営情報の開示を求めております。国に対

しては、実効ある支援を求めていると。また、沿

線自治体と将来を見据えた公共交通のネットワー

クについて議論を重ねていくことで、持続的な鉄

道網の確立に向けた取り組みを進めていく必要が

あるとされております。また、持続的な鉄道網の

実現には交通事業者、行政、住民等がそれぞれの

役割を踏まえ、相互の理解、協力のもと、一体と

なって取り組みを進めていくことが必要であると

されており、宗谷本線についても同様の取り組み

が必要であると考えております。

この北海道の交通政策総合指針の中で宗谷線の

位置づけは、ロシア極東地域と北海道との交流拡

大の可能性を見据えといったような非常に重要な

路線として位置づけをいただいております。今後

もこの北海道の政策にもしっかりとコミットしな

がら、取り組みを進めていかなければならないと

考えております。今後は、さきの新聞報道でも出

ましたけれども、観光列車びゅうコースター風っ

こが運行されるということで、このことについて

も関係機関と連携を進めていくなど宗谷本線の維

持存続、活性化に向けてさまざまな取り組みを行

ってまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 具体的なことというか、

今観光列車のことが出ました。この件について少

しあれですけれども、アクションプランの利用促

進、それから閑散期の事業創出とか、そういった

ことにもちょっとつながるのではないかというふ

うに思いますけれども、この間地元の人たちによ

って企画したイベント列車が運行をされていると

いうふうに思います。こうした運行について、い

つでも提案できたり、考えを持っている方たちが

いるというのも事実だというふうに思います。こ

うした方たちの意見を聞いたり、実現することも

必要だというふうに思うのですけれども、そうい

ったことに対して、市でも後押しがしっかりでき

るようにしていっていただきたいというふうに思

うのですけれども、そのための窓口が必要ではな

いかと。これまでは、なかなかどこに言っていけ

ばいいのか、あるいはどこで協議ができるのかと

いうことが伝わっていなかった、ちょっとなかっ

たのかなというふうに思います。その部分につい

て、現状どこが窓口になるのかということについ

てお伺いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今いただいた御

質問のお答えですけれども、宗谷本線活性化推進

協議会の事務局を担わせていただいている企画課

がその窓口になるということで、既に市長の答弁

からありました観光列車の関係についてもいろい

ろな御意見等も既に届いてきておりまして、実際

につなぐというよりもその議論する場に一緒に入

っていただくような機会も当然必要になってくる

と思っておりますので、しっかりと調整させてい

ただきながら、後押しもするということで役割を

果たしていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 利用促進なり、維持存

続に向けて一人でも多くの人にかかわってもらう、

そういったことも必要だというふうに思いますし、

今ありましたように効果的なものになるというふ

うに私も思いますので、ぜひその点については今

後具体的に早期に進めていただくように求めると

ころであります。

それで、ＪＲ北海道単独で維持困難な路線を公

表して２年がたちました。そして、この間、次年

度、２０１９年度、２０２０年度において４００
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億円の国からの財政支援があると。その反面、２

年間でＪＲ北海道も成果を出さなければならない、

そういうことになっているのだというふうに思い

ます。しかし、この間のＪＲ北海道の状況でいく

と、収支の改善というのはなかなかされていかな

い。そして、私たちにとっても利便性が上がって

いるというふうには思えない状況だというふうに

思います。こうした中でいえば、宗谷本線の維持、

存続について、ずっとこの間市長を先頭に沿線の

方たちも含めて存続に向けて努力をしているとこ

ろでありますけれども、なかなか間違いなく残る、

存続するのだよということについては見えにくい

現状ではないかというふうに思います。このまま

活性化協議会による沿線自治体の連携やアクショ

ンプランによる利用促進、それから経費節減の実

行が存続の担保になるのかどうか、その見通しに

ついてぜひお示しをいただきたいというふうに思

っています。

また、自治体に対する負担というのもこの間言

われてきていると思います。具体的なものについ

ては、金額も含め何ら出ていませんけれども、そ

れがどのくらいの規模なのか、あるいは期間がど

のくらいなのか、それについても教えていただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨年７月に国がＪＲ北海

道に対して監督命令を出したということで、抜本

的な経営の立て直し、いわゆる刷新というのです

か、経営改善と加えて財政支援、いわゆる４００

億円ということプラスアルファというような言い

方でしたけれども、これは緊急的な支援というこ

とで、御承知のとおり平成３３年３月にいわゆる

国鉄清算事業団の何か支援、いわゆるＪＲ北海道

を支援するための法律の期限が３月３１日で切れ

るということでありまして、それ以降の支援をし

ていただく担保がないということで、そこも含め

て抜本的な支援を北海道は求めていたところなの

ですけれども、こういった状況になっていると。

今現状で、そこの中でまだまだ歩み寄れていない

ところがあると。その２年間の間、しかし４００

億円は支援をし、国は自治体に同程度の負担を求

めて緊急的な対策を行うというようなことでした

けれども、今のところそういう内容になっている

と、こういうことでございます。

この２年間、ある意味ではきちっとした合意が

できなかったということで、ある意味先送りとい

うようなことなのかもしれません。しかし、この

２年間でアクションプランを含めて地域として何

ができるかということを時間を与えられたという

ことなのだと思いますし、この２年間で沿線とし

てできることをしっかりやっていくということに

も尽きていくのではないかというふうに思います。

当然やっていくことで少しでも赤字を埋めていく

というような努力を地域もしていくということ、

これも大事でしょうし、一方で抜本的な国の支援

を求めていくということになると、国全体の国民

みんながそうかと、そういう役割なのだというこ

とを、それであれば国もしっかりとした支援をし

ていかなければならないということを納得しても

らう運動、動きをしていかなければならないので

はないかというふうに思っていまして、このアク

ションプランを通じて、あるいは今後２年間で市

民の皆さんとも巻き込むというか、みんなで一緒

になってこの宗谷本線の可能性をさらに広げてい

く取り組みをしていきたいというふうに考えてお

ります。

負担については、まだまだ中身が見えていない

状況でありますが、緊急的なこの２年間の対策の

中ででき得る支援をということで知事からも一定

の自治体、沿線の負担を求める発言もありますの

で、そこに対してはあくまでも抜本的な支援の前

のこの２年間の緊急的な措置ということで、でき

得る支援はしていきたいというふうに思っており

ます。これは、明らかになり次第、また逐次これ

は御報告をさせていただければというふうに思い

ます。
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〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今市長からありました

ように、この２年間がそういう意味では大事な取

り組み、今までも当然そうですけれども、本当に

その先の国からの支援も含めた、その理解を得る

ためのしっかりした取り組みをしなければならな

い、そういうふうに理解をするところであります。

そういう意味では、市長を先頭に市民の皆さんへ

の説明や理解をしっかりもらう、そして市民一体

となってこの取り組みをしていく必要があるとい

うふうに思います。この間もそうでしたけれども、

引き続き市長が先頭に立っていただいて宗谷本線

の存続、その確約を本当に早く皆さんに示せるよ

うに頑張っていただければというふうに思います。

そのことを求めて、次の質問に移っていきたいと

いうふうに思います。

次に、学童保育所の関係についてお伺いをした

いというふうに思います。名寄における学童保育

については、答弁にありましたように公設、民営

を合わせて働いている人は放課後児童支援員２２

名を含む３７名の支援員で運営をされているとい

うふうに答弁ありましたし、今後もさまざまな研

修の場を確保して児童を取り巻く環境が変化する

中で必要な知識や技能の修得、そしてさらに質の

向上に努めていくと、そういうふうな答弁をいた

だいたというふうに思います。

しかし、国においてはわずか４年で１クラス定

員おおむね４０名以下、そして放課後児童支援員

１人を含めた各施設２人以上の職員を置く、そう

いった従うべき基準をつくっていたのを参考基準

というふうに変えてしまう児童福祉法の改悪を行

ったというふうに私は理解をしています。全国的

には、学童保育も待機児童が出ているところもあ

るようで、そういったところからするとその基準

がネックになって運営がしにくいと、そういった

中で基準を緩めてほしい、そういった声もあった

ようでありますけれども、それ以上に実際に児童

や保護者の立場から考えると、保育の質の低下や

安全や安心の担保がなくなる、そういうふうに私

は考えるところであります。そして、現場からも

それについては大きな声として上がっているとい

うふうに聞いています。

この改正に対して、改正というよりは改悪だと

いうふうに思いますけれども、札幌市では昨年の

その国の動きが出てすぐ安全確保のために職員数

は維持すべきだと判断をして、保育の質を保つ観

点からも現段階で基準を緩和する考えはないとい

うふうに表明をしていますし、また釧路市におい

ても採用が楽なわけではないけれども、基準を緩

める必要はないと。１カ所に職員２人以上の配置

は維持できるとして基準緩和をしないことを決め

たというふうに報道がされていました。先ほど部

長からの答弁にもありましたように、名寄におい

ても有資格者を含めて１カ所、職員２人以上の配

置は維持できるのではないかというふうに思いま

すし、そういう状況にあるというふうに思います

し、やはり安全の確保、それから保育の質を保つ

ためには現行の基準をそのまま運用すべきだとい

うふうに考えるところであります。そういう意味

で、法改正に対する考えと具体的な名寄市の今後

の対応についてお聞かせをいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今議員からお話があ

りましたとおり、現行としましては１クラスごと

に２人以上の児童支援員を配置し、そのうち１人

は保育士などの有資格者あるいは一定の実務経験

を持つ方をということでなってございます。道で

実施している放課後児童支援員認定資格研修を終

えた者である方をということで、それを従うべき

基準ということにしていましたが、議員おっしゃ

るとおり学童保育を担う職員確保が難しい過疎地

帯ですとか、待機児童の解消策として拘束力のな

い参酌すべき基準に改正し、経験も浅く、研修を

受けていない無資格の児童支援員１人でも対応す

ることができるような法改正があったところでご
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ざいます。

ただ、児童支援員が１人体制で業務をすること

は、事故や急病など、また災害時における児童の

安全確保ができないというふうに考えております

し、また保育の質の低下につながるなど、児童に

遊びや生活の場として安全、安心な居場所を提供

しなければならないという使命がございますけれ

ども、それができなくなるというような状況にも

なるというふうに考えております。ですから、本

市としましては児童の安全確保と保育活動を遂行

する上では、現行の職員数については維持すべき

と判断していますし、従来どおり有資格者を含め

た１クラス２人以上の児童支援員の配置を継続し

ながら、学童保育所の充実と健全育成事業の推進

を図っていきたいと思っております。これにつき

ましては、民間学童保育所についても同様の考え

方だということでお聞きをしております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 部長から前向きなしっ

かりした答弁をいただきました。名寄においては、

現行を維持するということで確認をさせていただ

きたいというふうに思いますし、今後もさらに質

の向上、それから利用していただく皆さんの立場

に立った運営をしていただければというふうに思

いますので、よろしくお願いをします。

次に、水道水の安定供給の関係について再質問

をしたいというふうに思います。水道料金の改定

にかかわっては、経済建設常任委員会に付託をさ

れまして、料金改定の審議もさせていただいたと

ころであります。その中でも意見として、市民の

皆さんへの周知あるいは理解をしっかりとるべき

ではないかというふうなことでの話があり、そう

いう意味ではしっかりこの間の取り組みをしてい

ただいているのだというふうに思います。直接市

民の皆さんと面と向かっての説明会、意見を聞く

場もつくっていただいたということでありますの

で、そういったことをしていただいたものだとい

うふうに思っています。

委員会での審議の中でもちょっと出ていました

けれども、高齢者世帯や水をたくさん使う子供が

いる世帯への配慮の関係の議論が１つあったとい

うふうに思います。もう一つあったのは、昨年末

に改正をされました水道法でうたわれている水道

の民営化と水道料金の改定の理由が同じではない

か、そういった議論が審議の中でも出たかという

ふうに思います。そこで、名寄市における水道料

金と水道法改正のかかわり、それから水道法改正

の内容、そして名寄市としての民営化に対する考

え方についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） それでは、まず

水道法の改正についてお答えさせていただきたい

と思いますが、国としましては老朽化した水道施

設の更新や人口減少による経営状況の悪化、これ

らによって水道サービスが継続的に維持できない

だろうという、そういう心配から水道の基盤強化

を図るために今回の改正になったというところで

ございますが、市の料金改定も基本的な理由につ

いては市特有の理由ではなく、同様な理由だった

ということになるかと思います。

ただ、今回の水道法の改正の主な内容といたし

ましては、広域連携の推進、適正な資産管理の推

進、多様な官民連携の推進、これらが挙げられて

おります。特に官民連携の推進につきましては、

ＰＦＩの１類型でありますコンセッション方式、

民間の活力を導入して経営権を促すということで

すが、こちらにつきましては諸外国のコンセッシ

ョン方式によるサービスの低下、また料金の交渉

があったということで当時新聞等に報道されてい

た内容かと思っているところでございます。

一方、名寄市事業所における今回の水道料金の

改定につきましては、この間の同様な理由になり

ますが、人口減少による給水収入の減少、施設の

老朽化による施設整備等の更新の経費、それらの
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課題がありまして、健全経営の維持を目標として

事業計画を執行するに当たりまして、平成２０年

度に料金統一のための改定を行っておりますが、

それ以降平成２３年、平成２６年には料金改定に

ついて検討した経緯もございます。そういう中で、

平成２７年に上下水道経営審議会のほうに料金の

経営の関係について諮問をさせていただきまして、

水道料金は改定すべきという答申をいただいた中

で改めて昨年事業を精査し、経営審議会にお諮り

をし、今回の料金改定になったというところでご

ざいますので、水道法改正以前から市のほうは料

金改定について検討をしてきたということであり

ますので、そこは違うというふうに御理解してい

ただきたいと思っております。

また、民営化の考えでございますが、現在も技

術の継承や人材不足に対応するため、管工事組合

や民間に業務を委託しております。また、冒頭お

話しさせていただきましたが、経営戦略の中にも

民間のノウハウ、資金の活用というふうに入れさ

せていただいております。そういう部分について

は、今後も民間さんの協力を得るものというふう

にあるかと考えておりますが、災害の対応や経営

の根幹にかかわるものについては市が担う必要が、

責任があるというふうに思っております。今回水

道法の改正によって可能となる先ほどお話ししま

したコンセッション方式等、これらにつきまして

は現在厚生労働省が開催する水道施設運営等事業

の実施に関する検討会、これがこの夏までにガイ

ドラインを作成し、公表するというふうになって

おりますが、こういう部分につきまして現状市の

ほうとしては現在の状況で水道事業全体の民営化

に移行するような考えはないものというふうに考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 民営化に対する考えの

中で、今名寄市としては水道事業全体の民営化を

する考えはないということでの答弁だったという

ふうに思いますので、それについても確認をさせ

ていただきます。

第２次の名寄市行財政改革推進基本計画の中に

も実は水道事業の関係についてありまして、民間

活力の活用の推進項目に水道事業の業務委託とい

う項目があります。それを読んでいくと、最終的

には事業全体の委託にもつながるようなちょっと

表現ではないかというふうにとれるのですけれど

も、今答弁がありましたようにそうではなくて、

部分的な業務委託だというふうに理解をしますが、

それでよろしいか、後でお答えをいただければと

いうふうに思っています。

また、答弁にもありましたけれども、水道コン

セッション事業の方式、これについては先ほど言

いました部分的な業務の委託とは全く質が違うも

のだというふうには聞いていますし、極めて問題

の多い仕組みだというふうに聞いているところで

あります。改めて生活に密着した水道事業であり

ますし、先ほど部長からもありましたように災害

対応や安全、それから安心、安定を担保するため

にも直営堅持を守るように申し上げるところであ

ります。先ほどの件についての確認を改めてした

いというふうに思いますので、お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 今お話がありま

した行財政改革基本計画の中の実施項目の中にも

民営化、委託という部分については触れさせてい

ただいておりますし、先ほどお話しさせていただ

きました経営戦略の中にも入れさせていただいて

いますが、それはあくまでも技術者不足であった

り、一部のコスト削減ということで、全体的なも

のというふうには考えているところではございま

せんので、そういう部分では今後についても先ほ

どお話しさせていただいたように災害対応や経営

の根幹に関するもの、これは市の責任の中で行っ

ていく必要があるというふうに考えております。

コンセッション方式につきましては、ガイドラ

インが国のほうで発表するということですが、そ

れで詳細の内容はないということで現状検討した



－187－

平成３１年３月８日（金曜日）第１回３月定例会・第４号

経緯もございませんし、今後国の出すガイドライ

ンを見ながら市に入れられるものなのかどうなの

か、そういう部分については今後全く検討しない

わけではないというふうには思っておりますが、

現状については先ほど言ったように根幹にかかわ

るもの全体、水道事業の全体を民営化にするとい

う考えは現在のところないというふうにお答えさ

せていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 改めて直営堅持につい

てしっかり守っていただくようにお願いをすると

ころであります。

最後に、除排雪の関係について移っていきたい

というふうに思います。先ほどことしの状況をお

知らせいただきました。ことしは、降雪の状況も

あったというふうには思いますけれども、苦情の

声も先般の委員会のときに報告をいただいた段階

では９１件で、昨年の７割程度であったというふ

うにお聞きをしました。委託事業者の皆さんの協

力であったり、現場の皆さんの努力によって事業

全体としては成果の上がっているものだというふ

うに私も認識していますし、多くの市民の皆さん

もそういうふうに感じているのではないかなとい

うふうに思っています。これについては、１日で

なし得たわけではないかというふうに思っていま

す。ここ数年あるいはそれ以前からの継続的な取

り組みによって、現状ここまで来ているというふ

うに思います。これまでの取り組みをしてきたこ

こ数年来の特徴的な取り組みについて、総括も含

めてお知らせをいただければというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員から今お話

をいただきまして、ここ数年私も除排雪を担当す

るようになりまして、大変市民の皆様の生活基盤

に密着する本当に極めて大事な業務だというふう

に心していまして、さきの経済建設常任委員会で

の調査報告、２９年６月だったと思いますけれど

も、まとめていただいたその議論も十分聞かせて

いただく中で、これは私を初め職員一同、そして

除排雪の業務を受託いただいている業者、オペレ

ーター等々の本当の現場の隅々まで十分心を一つ

にして取り組んでいく課題だという気持ちでいた

というふうに思ってございます。

とりわけ特徴的なものといたしまして、先ほど

の答弁をさせていただいた中にもございましたけ

れども、平成の本当の早い段階での導入をいたし

ました除雪グレーダー等々の機器、３０年近く使

用、稼働してきまして大変馬力も落ちて、現場の

声でいいますと雪も押すに押せないといったよう

な声もある中で、２９年、そして３０年と連続し

て ０００万円を超える機器を更新することがで

きました。また、新年度に向けても今度はタイプ

の違う除雪ドーザーでございますけれども、これ

もまた何とか購入に向けてということで今現在準

備を進めているところでございます。こういった

面での機械力のもちろんアップ、そして何度も委

員会の場や議会の場でもお話をさせていただきま

した道路センターの直営の作業による能力が幸い

して２９年度、小型ロータリー等々を含め、かな

り機器を購入することができました。

私どもの認識としては、これまで小型ロータリ

ーといいますと歩道を排雪すると、歩道の除雪と

いうことだったのですが、現場担当者やそれぞれ

の知恵でそれを道路のカット排雪だとか、臨機応

変な形で緊急的な作業なども含めて名寄地域、本

当に縦横無尽に作業ができる体制をとることもで

きて、委託業務でやり切れないところについては

細やかなところですけれども、そういった作業の

中で市民の期待に応える部分も少しはできたのか

なというふうに思っているところでございます。

ただ、先般の代表質問の中でもレンタル＆ゴー

事業については、まだまだこれは課題が多くて、

２年目のしっかりと総括をしながら、ここも次年

度に向けてしっかりアレンジするなり、リニュー

アルするなり、柔軟に地域の町内会の皆さんの声
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をいただいてまたまいりたいなというふうに思っ

てございます。

あと、先ほどの答弁と重なりますけれども、新

たな雪堆積場、当初は１シーズン十分お使いいた

だけるかなと思ったのですが、１２月にオープン

させていただいて、２月の上旬で満杯になるほど

やはり市街地に本当に距離感の近いところに堆積

場があるということは、いかに市民の皆様がお使

いやすくて、時間的な節約も含めて本当に期待し

ていただいて、それに十分お使いいただけたのか

なというふうに思っているところでございます。

このほか、常任委員会の中でもとりわけ地域の

声、私ども町内会連合会さんの役員レベルがござ

いますけれども、そういった声も意見交換させて

いただく機会、そして先ほど申し上げました受託

をいただいている除排雪業者のオペレーターの方

とも実は意見交換をさせていただき、本当に深夜

作業をされている方々の御苦労などのお話も聞か

せていただく機会なども頂戴しまして、本当に私

自身、目からうろこというか、本当に現場での創

意工夫のお話なども聞かせていただいたことは極

めて印象深いところでございます。

議員から先ほどお話がございましたように、市

民の皆様から苦情という形で私どもの数字等々を

委員会で報告をさせていただいてございます。私

これは、市民の皆さんからの直接の貴重な情報提

供だというふうに理解をしておりまして、２９年

度に比べれば議員お話しいただいたようにおおむ

ね３分の２程度ということになっていまして、過

去の多い件数に比べれば恐らく半減するぐらいの

今状況になっています。これは、私どもスタッフ、

そして受託者の作業員の方もそうなのですけれど

も、当然必要とする現場をやっぱりしっかり確認

をさせていただく、そして急ぐ場合は直営の作業

なり、場合によっては委託先の業務なり、そして

その後しっかりと継続されての作業になるよう引

き継いでいくと。そして、当然その説明も必要だ

という丁寧な対応というのがやはり求められてき

まして、この部分については相当私も職員に対し

ても厳しく話をしながらやってきたつもりでござ

いますので、できたばかりの話で大変恐縮ですけ

れども、除雪の市民の皆様の満足度にはまだまだ

十分達しているところにはいかないのですけれど

も、できることをやっぱり一つ一つ繰り返しでも

やっていく、一つ一つでも手をかけるものができ

るように今後鋭意努力してまいりたいというふう

に思っておりますので、これは職員、私ども、そ

して現場の昼夜を問わずオペレーターの皆さんも

同じ気持ちだということで御理解をいただければ

と思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今部長からありました

ように、苦情ではなく市民の皆さんの声だという

ふうな捉え方、そういったことは重要だというふ

うに思います。

そして、私はやはり先ほど水道の料金改定でも

ありましたように市民説明会、直接市民の皆さん

と膝を交えてではありませんけれども、意見を交

わすということが非常に大事だというふうに思い

ます。この除排雪事業についても今以上に機械力

とか、そういうことが上がって目に見えてという

のがあればまた別ですけれども、現状の中でいえ

ば市民の皆さんの満足度を上げる、あるいは理解

を得るということでいえば、例えば町内会の皆さ

んと直接膝を交えて意見交換をする、あるいは要

望があれば現地に出向いていって意見交換をする、

そういった対話、意見交換を実施することが非常

に重要なのではないかというふうに思っています。

それは、現在やっている業務だけではなくて、市

の職員、それから市民の皆さんとの信頼関係が築

ける第一歩になっていくというふうに思いますし、

お互いの実態を出し合う、知恵を出し合う中でさ

らによいもの、満足のいくものにつながっていく、

理解が深まって満足度の向上にもつながっていく

のではないかなというふうに思っています。そう
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いう意味では、これ以降も既に情報発信という形

では情報を使ったり、そういうこともしていただ

いていますけれども、さらに一歩踏み込んでいた

だければというふうに思っています。

もう一点、具体的な今後の課題、さらに皆さん

の満足度を上げるという点でいけば、排雪の方法

を少し考えてはどうかというふうに思います。現

在の排雪の方法の主な部分というのは、カット排

雪が主だというふうに思いますけれども、作業直

後は道路はきれいにあきますし、確かにいいとい

うふうに思います。ただ、歩道であったり、家と

の間の部分には雪が残っている状況があるので、

その後に降った雪は捨て場がなくて、また道路に

出てきてしまう、道路の幅を狭くしてしまうとい

うことになっているのではないかというふうに思

います。そういう意味では、排雪の効果を損なっ

ているのだなというふうに思っているところであ

ります。

そこで、排雪の方法を、これは委員会のまとめ

の中でも出していましたけれども、かき出し排雪

に変えるという考えはないか、それについて伺い

たいというふうに思います。当時話した中で試算

をしていただいて、それが全てではないかという

ふうに思いますけれども、おおむね生活道路のか

き出しをさらにすると ０００万円ぐらい余分に

かかるのですという話もあったというふうに思い

ます。

さらに、本来でいえば、生活道路の１回の排雪

は回数をふやしてもらうということが市民の皆さ

んが、ああ、やったなという感じですぐ受け取っ

ていただけることかというふうに思いますけれど

も、なかなかこの間も難しいのだという話だった

というふうに思います。そういう意味では、今言

ったかき出し排雪にする、それからもしくは道路

の幅をしっかり確保するために先ほどありました

が、直営班の皆さんに少し、既にフル活動、機動

力を発揮していただいているのだというふうに思

いますけれども、パトロールもしっかりしていた

だく、パトロール体制も充実していただく中で適

宜道路幅の確保であったり、道路空間の確保、そ

ういったことを実施できるような、そういった体

制もつくり上げていただく、そういった方法もあ

るかというふうに思いますので、その辺の変えて

いく考えについてお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 排雪についての

御提言というか、先ほどお話しさせていただきま

した委員会の調査報告の中でもできる限りのかき

出しということでお話をいただいてございます。

今の現状で申し上げますと、生活道路の排雪と

幹線道路の排雪ということ、２つのパターンをち

ょっとお話しさせていただきますけれども、生活

道路については年１回ということで、おおむね１

月の上旬から２月の上旬ぐらいまでにかけまして

作業をさせていただいています。生活道路ですか

ら、道路幅がかなり厳しいというか、狭い箇所も

ございまして、当然そこにはそれぞれの個々の住

宅等々、物置、車庫、塀だとか、いろいろなそう

いったものが、個人の財産がございまして、生活

道路の中でも歩道内のスペースがしっかりととれ

ている部分についてはできる限りかき出しの排雪

というような形で、また逆に先ほど言ったような

すぐ道路脇に個人の住宅なり財産がある場合につ

いては、これはひょっとすると傷つけてしまうお

それもありますので、この場合についてはカット

でお許しをいただくというような形で、そういっ

た対応を今させていただいているのが現状でござ

います。

そして、幹線道路の関係なのですけれども、先

ほども答弁させていただきましたが、今シーズン

３回既に完了をさせていただきまして、１２月、

１月、２月といった形でさせていただきまして、

時間とかそういった期間とかにもよりますけれど

も、カットと、そしてかき出しと抱き合わせみた

いな形で道路状況に応じての対応をさせてござい

ますが、できる限りかき出しも取り込めるように
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その部分についての研究等も十分重ねていきたい

なというふうに思ってございますので、そのとこ

ろで御理解いただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今既にやっている部分

もあるということと、さらにかき出しを抱き合わ

せるというか、ふやすというか、含めるように研

究をしているというか、するということでの答弁

があったというふうに思います。先ほど言いまし

たように、金額的にも実はお金がかかる話ですし、

簡単ではないのだというふうに思います。この間

も市にもお伺いをしている中では、考えていくと

いうか、見直しを図っている、そういったことで

のお話かというふうに思います。

ただ、名寄にやっぱり住み続けるということで

いえば、この冬の本当にみんなが大変だというこ

とについて何とかしていく、これは重要なファク

ターだというふうに思います。この課題に対して

一定のお金をかけていく、税金を使うということ

については、市民の皆さんの理解も十分に得られ

るのではないかというふうに思うところでありま

す。さらなる改善に向けた市長の決意なりをお聞

かせをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員がおっしゃるとおり、

名寄市における除排雪は市民の生活を守る上で大

変重要な事業であるというふうに私も認識をして

おります。この間、経済建設委員長として昨年度

もさまざまな御提言あるいは議論もいただいた、

そうしたおかげもあってこれまで幹線道路の排雪

回数増、積み上げ除雪の導入だとか、あと雪堆積

場の町中への確保だとか、少しずつであるかもし

れませんけれども、一定の成果は上げてきている

と考えております。

一方で、今年度の予算もそうですけれども、労

務費だとか除雪機械に係る経費が上昇傾向にあり

まして、全体事業費が年々上昇しているというこ

とが今後の課題にもなっているところであります。

そういったこともあって、抜本的な体制の見直し

というのはなかなか難しい側面もありますが、引

き続きよりよい除排雪の手法についての研究はし

っかりと進めて、冬期間の市民生活の環境改善に

向けて今後とも鋭意努力をしていく所存でありま

すので、今後とも御指導と御支援をいただければ

というふうに思います。よろしくどうぞお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 私も今後も引き続きチ

ェックをしていきたいというふうに思います。市

民生活の向上に結びつくようにチェックしながら、

意見も述べていきたいというふうに思いますので、

以上をもって私の一般質問を終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月９日から３月２４

日までの１６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月９日から３月２４日までの１

６日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す
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